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平成２５年度第４回（第７３回）札幌市都市計画審議会 

 

 

  １ 日  時   平成２５年１１月１８日（月）午前１０時～午後５時１４分 

 

  ２ 場  所   札幌市役所 １２階 １号～３号会議室 

 

  ３ 出 席 者   委 員：亘理 格会長をはじめ１９名（巻末参照） 

 

           札幌市：市民まちづくり局都市計画担当局長 

市民まちづくり局都市計画部長 

市民まちづくり局都心まちづくり推進室長 

市民まちづくり局総合交通計画部長 

               観光文化局文化部長 

都市局事業推進担当部長 

               教育委員会学校施設担当部長 

 

  ４ 議  事 

   【諮問案件】 

   （市決定） 

   議  案 第１号 札幌圏都市計画用途地域の変更【西茨戸６条１丁目地区】 

   議  案 第２号 札幌圏都市計画特別用途地区の変更【西茨戸６条１丁目地区】 

   議  案 第３号 札幌圏都市計画高度地区の変更【西茨戸６条１丁目地区】 

   議  案 第４号 札幌圏都市計画都市再生特別地区の変更【南２西３南西地区】 

   議  案 第５号 札幌圏都市計画道路の変更【札幌駅前通地下歩道（南２西３南 

                                   西地区）】 

   議  案 第６号 札幌圏都市計画第一種市街地再開発事業の決定 

                              【南２西３南西地区】 

   議  案 第７号 札幌圏都市計画地区計画の決定【南２西３南西地区】 

 

   【事前説明案件】 

   事前説明 第１号 札幌圏都市計画用途地域の変更【東雁来第二地区】 

   事前説明 第２号 札幌圏都市計画特別用途地区の変更【東雁来第二地区】 

   事前説明 第３号 札幌圏都市計画高度地区の変更【東雁来第二地区】 

   事前説明 第４号 札幌圏都市計画道路の変更【札幌駅前通公共地下歩道、石山・ 

               藤野通、石山・穴の沢通、石山通、西２丁目地下歩道】 
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   事前説明 第５号 札幌圏都市計画学校の変更【石山中学校】 

   事前説明 第６号 札幌圏都市計画地区計画の変更【東雁来第二地区】 

   事前説明 第７号 札幌圏都市計画地区計画の変更【手稲山口地区】 

   事前説明 第８号 札幌圏都市計画地区計画の変更【札幌駅前通北街区】 

 

   【補足説明案件】 

   第７０回都市計画審議会 事前説明 第１～４号 北１西１地区関連 

   第７２回都市計画審議会 事前説明 第４、５、８、１０号 北８西１地区関連 

 



第第第第 73737373 回回回回    都市計画審議会都市計画審議会都市計画審議会都市計画審議会    案件案件案件案件グループ分けグループ分けグループ分けグループ分け        

 

【事前説明案件】  

 

【諮問案件】  

 

【補足説明案件】  

 

順番等 

案件概要 

地区、施設等 名称 都市計画決定・変更の種別 番号 

市

決

定 

① 東雁来第二地区関連 

用途地域の変更 

特別用途地区の変更 

高度地区の変更 

地区計画の変更 

事前説明第１号 

事前説明第２号 

事前説明第３号 

事前説明第６号 

② 手稲山口地区 地区計画の変更 事前説明第７号 

③ 

札幌駅前通公共地下歩道

関連 

道路の変更（出入口形状の変更） 

地区計画の変更 

事前説明第４号 

事前説明第８号 

④ 石山地区関連 

道路の変更（石山・藤野通、石山・ 

穴の沢通、石山通） 

学校の変更（石山中学校） 

事前説明第４号 

 

事前説明第５号 

⑤ 西２丁目地下歩道 道路の変更（起点の変更） 事前説明第４号 

順番等 

案件概要 

地区、施設等 名称 都市計画決定・変更の種別 番号 採決 

市

決

定 

① 

西茨戸６条１丁目 

地区関連 

用途地域の変更 

特別用途地区の変更 

高度地区の変更 

議案第１号 

議案第２号 

議案第３号 

第１号 

② 南２西３南西地区関連 

都市再生特別地区の変更 

道路の変更（出入口形状の変更） 

第一種市街地再開発事業の決定 

地区計画の決定 

議案第４号 

議案第５号 

議案第６号 

議案第７号 

第２号 

順番等 

案件概要 

地区、施設等 名称 都市計画決定・変更の種別 番号 

市

決

定

 

① 北１西１地区関連 

 

都市再生特別地区の変更 

駐車場の変更 

第一種市街地再開発事業の決定 

地区計画の決定 

第７０回 

事前説明第１号 

事前説明第２号 

事前説明第３号 

事前説明第４号 

② 北８西１地区関連 

 

高度利用地区の変更 

都市再生特別地区の変更 

第一種市街地再開発事業の決定 

地区計画の決定 

第７２回 

事前説明第４号 

事前説明第５号 

事前説明第８号 

事前説明第 10号 
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  １．開  会 

●事務局（調整担当課長） 定刻となりました。 

 本日は、大変お忙しいところをご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 ただいま、委員２４名のうち、１６名の方がおそろいでございます。定足数に達してお

りますので、ただいまから、第７３回、平成２５年度としましては第４回目となります札

幌市都市計画審議会を開催させていただきます。 

 私は、事務局を担当しております市民まちづくり局都市計画部地域計画課調整担当課長

の稲垣でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それではまず、お手元の資料の確認をお願いいたします。 

 本日の議案書等につきましては、事前に送付させていただいております。 

 本日、諮問案件が７件、事前説明案件が８件、さらに、補足説明案件としまして２件が

ございます。このうち、補足説明案件の資料として、北１西１地区関連、北８西１地区関

連の２件ですけれども、以前に送付させていただいた議案書等を本日もお持ちいただくよ

うに通知文でお願い申し上げております。これらの補足説明分と今回送付分を含めまして、

ご都合により、議案書等をお持ちでない委員がいらっしゃいましたら、事務局までお知ら

せをお願いいたします。 

 それから、本日配付させていただいた資料のご確認をお願いいたします。 

 まず、机の左手に配布資料１として会議次第、配布資料２として、両面印刷の案件一覧

と案件グループ分け、配布資料３として、同じく両面印刷となっておりますが、委員名簿

と座席表がございます。そのほか、関係資料といたしまして、西茨戸６条１丁目地区関連

に関する意見書がございます。また、中列と右列に本日の案件のパワーポイントのスライ

ドを抜粋した資料９点がございます。ご確認をお願いいたします。 

 次に、連絡事項でございます。 

 亘理会長、足立委員につきましては、遅参する旨のご連絡が入っております。また、愛

甲委員、内田委員、佐々木委員、星野委員、本郷委員につきましては、欠席する旨の連絡

が入っております。 

 亘理会長は、午後からの審議にはご出席いただく予定でございますが、午前はご都合に

より欠席ということでございますので、午前の審議につきましては、職務代理者でありま

す高野委員に議長をお務めいただきます。よろしくお願いいたします。 

 また、本日の議案に関連する部局といたしまして、市民まちづくり局都市計画部、総合

交通計画部、都市局市街地整備部、教育委員会生涯学習部の関係職員がそれぞれ参加して

おります。 

 それでは、以降、高野委員、よろしくお願いいたします。 

 

  ２．議事録署名人の指名  

●高野職務代理者 皆様、おはようございます。 
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 昨年の第１回目の審議会で職務代理者となっておりまして、まさか、こういうことが起

きることを予想せずに安心しておりました。本日は、午後からは亘理会長が来られるとい

うことでございまして、その間の代理を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 ただいまご説明がありましたように、本日の案件は大変たくさんございます。案件グル

ープ分けの表を見ていただきますと、事前説明案件として①から⑤までございます。それ

から、諮問案件として①と②、補足説明案件として①と②ということで、都合９個の案件

があります。予定としましては、１０時から１７時までとなってございます。長いようで

すけれども、案件も大層多くなっておりますので、審議のご協力をよろしくお願い申し上

げます。 

 では、早速、議事に入りますが、写真撮影については、以後、ご遠慮いただくようにお

願い申し上げます。 

 まず、今回の議事録署名人を指名させていただきます。 

 日沖委員と坂本委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

  ３．議  事 

●高野職務代理者 それでは、案件グループ分けに従いまして、まとめてご説明を頂戴い

たしまして、質疑を行いたいと思います。 

 

    ◎東雁来第二地区関連について 

●高野職務代理者 それでは、東雁来第二地区関連についてのご説明を頂戴します。 

 

●都市計画課長 都市計画課長の米田でございます。 

 それでは、事前説明第１号、第２号、第３号、第６号の東雁来第二地区における札幌圏

都市計画用途地域、特別用途地区、高度地区及び地区計画の変更についてご説明いたしま

す。 

 本案件は、東区の東雁来第二地区において現在進められております土地区画整理事業の

進捗に合わせて用途地域等の変更を行うものでございます。お手元に資料を配付しており

ますが、説明はスクリーンで行いますので、前方をご覧ください。なお、説明事項といた

しましては、こちらにお示ししている順に説明を行ってまいりたいと存じます。 

 それでは、初めに、今回の変更箇所である東雁来第二地区の概要について説明いたしま

す。 

 当地区の位置でございますが、札幌市中心部から北東側に約７km離れた場所に位置して

ございます。 

 こちらが周囲を拡大した航空写真でございます。 

 地区の周辺には、「国道２７４号」や「国道２７５号」、道央自動車道の札幌インター
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チェンジなどが位置しております。また、地区の周辺には豊平川、雁来新川、そして、地

区内には雁来川が流れております。 

 次に、当地区におけるこれまでの経緯を説明いたします。 

 当地区は、平成７年に市街化区域に編入され、平成８年より、本市施行の土地区画整理

事業が行われております。市街化区域への編入当初は、地区内の土地利用の方向性が確定

されていなかったため、用途地域等につきましては暫定的な指定となっておりました。そ

の後、土地区画整理事業が進み、土地利用の方向性が定まっていくことに合わせまして、

平成１４年、平成１７年、平成２４年に用途地域や地区計画等を変更しております。今回

の変更につきましても、これまでのものと同様に、土地利用の方向性が定まったことから、

その区域について、用途地域や地区計画等を変更するものでございます。 

 次に、当地区の土地区画整理事業の概要について説明いたします。 

 事業の目的といたしましては、公共施設等の整備や住宅用地の安定供給、そして、交通

利便性を生かした工業用地の供給でございます。事業面積は、２１０．８ha、事業期間は

平成８年度から２９年度までの予定となっており、現在の進捗率は、平成２４年度末の事

業費ベースで約８３％となっております。 

 現在の整備状況については、ご覧のとおりでございます。画面上の色がついているとこ

ろが整備済みで、色がついていないところが未整備の区域となってございます。 

 続きまして、当地区の現況について、写真を示しながら紹介させていただきます。 

 まず、当地区を土地利用の状況ごとに分類いたしますと、「住居系」、「商業系」、「工

業系」、そして、「重点整備地区」と呼ばれる四つの大まかなエリアに分けられます。こ

の重点整備地区につきましては、さらに四つのエリアに細分化しております。この図の赤

枠で示した部分が、今回、都市計画を変更する区域でございます。 

 まずは、住居系エリアの様子ですが、ご覧のように住宅が建築されており、新築工事も

各所で行われております。次に、商業系エリアの様子でございます。商業系エリアは、地

区の中心部に固まって位置しておりますが、当該地にはホームセンター、薬局、スーパー

などが建築されております。続いて、工業系エリアの様子でございます。現在の工業系エ

リアは、地区の南西側に位置しておりますが、当エリアには、物流センター、倉庫、事務

所などが立地しております。 

 次に、重点整備地区についてご説明いたします。 

 東雁来第二地区の北東部に位置するエリアは、土地区画整理事業の認可当初は住居系の

土地利用を見込んでおりました。しかしながら、その後、住宅需要が沈滞化したことから、

平成１６年度に、住居系の土地利用を見直し、点在していた保留地を集約して新たなまち

づくりに対応する重点整備地区として位置づけたものでございます。 

 ここで、こちらの区域の図を拡大いたします。 

 重点整備地区は、基本的な土地利用の考え方に応じて、「スポーツ交流地区」、「福祉

交流地区」、「多機能交流地区」、「河川防災ステーションなどの区域」というように、
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四つの地区に細分化しております。 

 スポーツ交流地区につきましては、現在は、東雁来公園のほか、コンサドーレ札幌のユ

ースチームの練習場、民間のサッカー場などが既に設置されております。 

 続いて、福祉交流地区でございます。当地区には、現在、特別養護老人ホームや自閉症

者自立支援センターが設置されているほか、今後、市営住宅を建築する予定となっており

ます。 

 次に、河川防災ステーションなどの区域でございます。 

 こちらの区域は、河川防災ステーションのほか、雨水ポンプ場を設置する区域となって

おります。また、重点整備地区の範囲外ではございますが、河川防災ステーションの隣に

は雁来新川の排水機場が設置されております。 

 最後に、今回の都市計画変更の対象となる多機能交流地区でございます。こちらの地区

は、都市の新しい魅力と活力をつくり出す多様な機能を複合集積する地区として位置づけ

ておりますが、具体的な土地利用は定まっておりませんでした。そのこともあり、現在、

雨水貯留池が整備されているほかは全て未利用地となっております。 

 この地域について、どのような土地利用を図るべきか、本市の担当部局において検討を

重ねてまいりましたところ、本市の最上位計画で今年に策定されました札幌市まちづくり

戦略ビジョンの中で、東雁来はものづくり産業などの集積を図る地区として位置づけてい

ること、また、当地区の土地区画整理事業に対して工業系大画地の購入を希望する相談が

多いこと、さらに、東雁来第二地区は交通利便性が高く、工業系の土地利用に適した地区

であることなどから、このたび、土地利用を工業系にする方針を定めたものでございます。 

 なお、土地利用を工業系とした際の周辺への影響につきましては、多機能交流地区は、

周囲を東雁来公園や雁来川、サッカー場などに囲まれていることから、周辺の住宅地とは

環境が分断されている状況もありまして、これらの施設が緩衝帯となって、騒音、振動な

どの周辺に与える影響を低減する役割を果たすものと考えております。このように、今般、

ここの土地利用の方向性が確定したことから、今回、当地区における都市計画の変更を行

うものでございます。 

 それでは、次のスライドより、本案件の本題でございます都市計画変更の内容について

ご説明いたします。 

 まずは、用途地域の変更でございます。 

 こちらの図面は、東雁来第二地区の現在の土地利用の状況でございます。当地区の用途

地域は、この土地利用の状況に合わせて指定しており、現在は、ごらんのような指定状況

となっております。 

 赤枠で示す区域が今回の変更区域でございます。 

 ここで、今回の変更区域付近を拡大いたします。 

 多機能交流地区の用途地域につきましては、今までは、土地利用が定まっていなかった

ことから、暫定的に建てられる建物の種類が最も制限される第一種低層住居専用地域を指
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定しておりました。今回、当地区の土地利用が定まったことに伴い、工業系の土地利用を

許容するため、用途地域を準工業地域へ変更いたします。 

 また、現在、同じく、第一種低層住居専用地域となっている河川防災ステーションと排

水機場の区域については、隣接する雨水ポンプ場の敷地が既に準工業地域であることから、

多機能交流地区の用途地域を変更すると周囲を準工業地域に囲まれることとなります。当

地区は、現在の土地利用の状況からも工業系の用途地域のほうがふさわしいと考えられる

ため、今回の変更に合わせて、一体的に準工業地域へ変更することといたします。なお、

用途地域の変更に伴い、容積率は８０％から２００％に、建ぺい率は４０％から６０％に

変更となります。 

 続きまして、特別用途地区の変更についてご説明いたします。 

 現在、当該地に対しては戸建住環境保全地区を指定しております。これは、建ぺい率４

０％の第一種低層住居専用地域に対して全市的に指定しているものでございます。そのた

め、今回、用途地域を変更することに伴い、特別用途地区についても変更いたします。用

途地域につきましては、赤枠の区域を一体で準工業地域に変更いたしますが、特別用途地

区については、多機能交流地区と河川防災ステーションなどの区域ごとにそれぞれ指定を

行います。 

 まず、多機能交流地区については、計画的に工業系の土地利用を集約していく地区であ

ることから、特別工業地区を指定します。次に、河川防災ステーションなどの区域につき

ましては、計画的に工業系を集約していく区域ではないため、隣接している既存の準工業

地域と同様に、全市的なルールにより、大規模集客施設制限地区を指定いたします。なお、

用途地域と特別用途地区の変更により、建築できる建物の種類に関する制限が変更となり

ますので、それぞれ整理してお示しいたします。 

 多機能交流地区は、用途地域を準工業地域、特別用途地区を特別工業地区にそれぞれ指

定することにより、建築できる建物が住宅から倉庫、工場、５００㎡以下の店舗、飲食店

などに変わります。河川防災ステーションなどの区域は、用途地域を準工業地域、特別用

途地区を大規模集客施設制限地区にそれぞれ変更することにより、建築できる建物が住宅

から倉庫、工場、１万㎡以下の店舗や遊戯施設などに変わります。 

 続いて、高度地区の変更について説明いたします。 

 当該地は、現在の用途地域に合わせて北側斜線高度地区を指定しております。今回、用

途地域と特別用途地区を変更することに伴い、高度地区についても変更いたします。多機

能交流地区は、特別工業地区を指定することに合わせて、高度地区を指定なしに変更いた

します。これは、高度地区指定の全市的なルールにおいて、工業や流通の業務の利便増進

を図るために、特別工業地区を定める地区においては高度地区を指定しないこととしてい

るためでございます。 

 また、河川防災ステーションなどの地区につきましては、既存の隣接地と同様に、１８

ｍ高度地区を指定いたします。 
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 最後に、地区計画の変更について説明いたします。 

 当地区の地区計画は、土地利用に合わせて１３地区に区分し、それぞれの地区に合わせ

たきめ細かな制限を設定しております。多機能交流地区については、工業系の土地利用を

図るということから、既存の工業系エリアに既に指定している流通・工業業務地区と同じ

制限をそのまま当てはめることといたします。 

 この流通工業業務地区では、土地利用の方針として、地区の交通利便性を活用した流通

運輸関連施設及び軽工業関連施設が立地する地区とすると定めております。また、建築物

に関する具体的な制限といたしましては、敷地面積の最低限度を２００㎡に、外壁の後退

距離を道路境界から２ｍ、隣地境界から１ｍにそれぞれ指定しております。 

 なお、今回、土地利用を工業系としたことにつきましては、土地区画整理審議会や連合

町内会役員に対して説明を行い、さらに、「国道２７５号」より北側の住民約６００世帯

と事業所等に対しまして、郵送により、変更内容の周知を行っておりますが、これまでの

ところ、反対意見等は出ておりません。 

 また、地区計画の変更原案につきましては、市条例に基づき、１０月２１日から１１月

５日までの期間で縦覧を行いましたが、意見書等の提出はございませんでした。 

 最後に、今後の予定でございますが、今回の変更内容については、１２月上旬から２週

間の法縦覧を行い、次回の都市計画審議会へ諮問させていただいた後、２月ごろに変更告

示を行う予定でございます。 

 以上で、東雁来第二地区関連についての事前説明を終わらせていただきます。 

 

●高野職務代理者 ありがとうございました。 

 東雁来の東側の部分の用途地域の変更等についての事前説明案件でございます。 

 ご意見やご質問を頂戴したいと思います。 

 

●松浦委員 当初、ここは、住居ということで、宅地の開発ということで始まったと記憶

しているのです。一言で言って、当初の計画の見通しが間違ったということなのですか、

それとも、見通しは正しかったのですか、まず聞かせてください。 

 

●事業推進担当部長 当初というのは、平成７年の線引き編入のときのことと理解してよ

ろしいでしょうか。 

 

●松浦委員 はい。 

 

●事業推進担当部長 平成７年の段階では、住居系と札幌新道側の工業系の二つの土地利

用を想定して、市街化区域に編入しております。今、委員がご指摘のとおり、東雁来の調

整区域側や今回工業系に変更するところを含めて住居系を想定しておりましたが、当初の
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想定よりは住宅等の張りつきも悪く、そういった意味では見通しがちょっと狂ったという

のが実情でございます。 

 

●松浦委員 当初のときの計画から承知しておりましたから経過がわかるのですが、審議

委員の皆さんでその当時以降の人は、最初からの経緯がわからないと思うのです。皆さん

に何を指摘するかといったら、審議会にかけるときには、札幌市が計画したものの見通し

が狂ったのでこういうふうに修正しますという説明が少なくとも書面で配付されないと、

何ゆえにこういうふうに変更になるかが説明を聞いていてもわからないのです。やはり、

起承転結をはっきりしなければだめです。その上で、我々がこの変更が妥当であるのかど

うかという判断ができるのです。 

 もう一つは、工業系に土地を利用するということですね。それでは、今、札幌市内にお

いて工業系の需要がどのぐらいあるのか、どういう職種にどのぐらいの需要があって、こ

こをそういうふうに転換した場合、どういう職種の人たちが希望して入ってきて、どのぐ

らいが満たされるのかという説明がきちんとなければなりません。全て税金を投入してや

る事業ですし、農業系の土地を非農地に転換するまちづくりです。今の日本の法律体系か

らいったら、農地を非農地に転換して都市化していくということですが、農地法では、農

地を保全していなければならないという厳しい規制があります。そういうことからしたら、

そもそもの宅地開発も含めて、転換するに当たってはそれなりの理由がなければならない

と思っているのです。ですから、皆さんにきちんとわかるような説明をしていただきたい

と思います。 

 繰り返しますけれども、まずは、どの職種にどのくらいの需要があって、これだけを転

換して、いつ頃に満たされていくのかという説明をしてください。 

 

●事業推進担当部長 １点目のこれまでの経緯のお話ですが、委員がご指摘のとおり、説

明資料が不足していたかと思います。当初の平成７年に想定した人口フレームと工業フレ

ームから、途中で土地利用を重点整備地区に位置づけて見直した段階でどう考えたかを含

めて、これまでの経過については、次回の諮問のときに説明させていただくことで対応し

たいと思います。 

 それから、現在、住居系から工業系に土地利用を変えることについての基本的な考えと

しましては、工業系の需要について調査をしております。その内容は、経済局と連携して

行った調査の結果ですが、札幌市内において、今後、５０haの工業系の土地利用の需要が

見込まれるという調査結果が出ております。それに対しまして、市街化区域の中で生み出

される工業系の土地が約３０haです。ですから、札幌市内では２０haの工業地が不足する

という結論が出ておりまして、これに基づいて、東雁来の土地利用の見直しの中で、不足

する２０haの一部を賄おうというのが基本的な考えでございます。これにつきましても、

資料等をわかりやすく整理した上で、次回の諮問の際に説明させていただきたいと思いま



 - 8 -

す。 

 

●高野職務代理者 不足分が２０haという話ですけれども、今回の土地は何haになります

か。 

 

●事業推進担当部長 １２．８haでございます。 

 

●松浦委員 ５０haを見込まれるということですが、札幌市が今まで計画していて、きち

んと利用されてきたことはほとんどないのです。現在、まだ工業地にして市内で全く売れ

ていないところが何か所もありますね。ここには議会の審議委員もいますが、議会でも何

回も問題になって、指摘がされておりますね。そういう資料は当然出てこなければいけま

せん。この間も資料の出し方について指摘をしましたが、何も変わっていないでしょう。 

 審議委員として市長から委嘱されているそれぞれの皆さんは、きちんとした資料を提示

されて、それぞれの知見に基づいて、しっかりと判断し、意見を反映させていく役割で皆

さんは出てきているのです。言えども言えども、ちゃんとしたものが出てこなかったら、

審議する意味がなくなってしまうのです。ここのところを考えてやってもらわないと、い

たずらに回数と時間だけが余計にかかるだけです。 

 局長、この点はちゃんとしてもらわなければだめだと思うのですが、どうですか。 

 

●高野職務代理者 次回のときに５０haの需要についての資料を出してほしいという要望

だと思いますが、いかがでしょうか。 

 

●松浦委員 ちょっと違います。 

 私は、前回も資料の出し方を指摘しているのです。私が委員になってから、今までに何

回か言っています。それがきちんと守られていないのです。きちんとした資料を提示して、

きちんとした審議ができるようにしないと、審議会を際限なく、だらだらと開かなければ

ならないですよ。そこのところを市では受けとめてやらなければだめだということで、局

長の見解を聞きたいのです。 

 

●都市計画担当局長 従前もそういうご指摘を受けていまして、それに対応できていなか

ったというご指摘ですので、今後は十分に気をつけて対応してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

●高野職務代理者 ５０haの資料については、次回に出していただくということでよろし

いですか。 
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●事業推進担当部長 準備します。 

 

●高野職務代理者 今のご要望に沿って、わかりやすい形でお願いします。前回の住居系

のときには少し見通しを誤ったということですから、今回の見通しが誤っていないことを

説得できるような資料を出していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

●森田委員 私は、素人なので、法律上のことをお聞きしたいと思います。 

 都市計画法で市街化区域になっていて、これから変更になるのですけれども、この区域

に違法建築物はございますか。 

 

●事業推進担当部長 現在はございません。区画整理事業で整理しますので、もし、そう

いう建築物があれば、事業の中で解消していくことになります。 

 

●森田委員 なぜ聞いたかというと、今、札幌もそうですけれども、よその自治体でも、

全道で違法建築が大変問題になっているので、お聞きしたのです。悪質なものはないとい

うことですが、用途地域を変更して違法建築物が出た場合、法律上、罰則規定に当たるこ

とになるのですか。 

 

●事業推進担当部長 今のお話は、用途地域が変更になり、もともとは用途に適合してい

たものが新たに用途に適合しなくなった場合ということでよろしいですか。 

 

●森田委員 はい。 

 

●事業推進担当部長 既存不適格という扱いで、違法ではないですけれども、基準には合

わない建物としてみなされます。 

 

●森田委員 グローバルな聞き方をするのですけれども、各自治体では違法建築物に対し

て法的に処置することをためらっているのです。１年以上の懲役や５０万円以下の罰金と

いう規定になった場合、そういうこともあり得るということですね。そういうものに該当

されることになって、罰則規定でしっかり対応するということですね。 

 

●高野職務代理者 今のご質問の意図としては、都市計画法や建築基準法上での違法建築

物に対しての罰則についてですか。 

 

●森田委員 区域が変わった場合に、そういうこともあり得るかということです。 

 



 - 10 -

●都市計画課長 二つのケースがあるかと思います。一つは、既存不適といって、もとも

と合法的だったもので、都市計画が変わってもあり続けるものでして、それについては、

その建物が存続中は問題となりません。今、おっしゃっているのは、違反建築物を建てた

場合だと思いますが、それについては行政指導なり、悪質なものについては告発する動き

となってございます。 

 

●松浦委員 既存の建物で法に違反した建物がある場合、区画整理上、道路をつけること

に邪魔になったら移転補償はどうなるのですか。 

 

●高野職務代理者 それは、既存不適格の建物の補償上の取り扱いですね。 

 

●調整担当課長 既存の部分についてですが、この地区は、全体として、軟弱地盤でして、

盛土工事を行っております。その関係で、全ての建物については地区の中で移転いたしま

す。ただし、松浦委員がおっしゃったように、不適格のものについては、用途が合わなけ

れば、地区外への移転の協議をしてご協力をいただいているのが現状です。 

 

●松浦委員 私が尋ねているのは、補償するのか、しないのかということです。 

 

●調整担当課長 地区外への移転のご協力の際に同意をいただきましたら、移転補償をし

て、地区外に出ていただいている状況でございます。 

 

●松浦委員 そうすると、移転のための実質的な経済的な損失に対しての補償はするとい

うことですね。しかし、その建物が都市計画法などの用途で違法な建物だということであ

っても、違法性はあるとしても、経済的な別の損失をこうむるものについては補償するの

ですね。それは一般的に考えれば矛盾するのですけれども、いかがですか。 

 

●調整担当課長 現状として、それによって収入を得ている状況がございますので、地区

外移転に当たっての営業事業補償は必要に応じて行っております。 

 

●丸山委員 ご説明いただいたスライドの１８番です。 

 ここに重点整備地区という位置づけがなされたとされています。その重点整備地区とは

何なのかという説明として、新たなまちづくりに対応すると書かれております。ここで言

う新たなまちづくりは、具体的にはどのようなことなのかを知りたいと思います。 

 あわせまして、次のスライドの１９番です。 

 今回の重点整備地区のエリアの中を見ますと、スポーツ交流地区、福祉交流地区、そし

て、多機能交流地区ということで、重点整備地区の位置づけとしては交流がかなり強く位
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置づけられているのではないかと私なりに理解いたしました。その上で、今回の該当地区

の多機能交流地区です。２３ページのスライドに多機能交流地区の位置づけが書かれてお

りまして、都市の新しい魅力と活力をつくり出す多様な機能を複合集積する地区となって

います。今回は、その部分を工業系に変えていくというご提案だと思います。 

 ここで質問ですが、今回の工業系とは、交流という位置づけの中にある工業なのか、交

流は全く外してしまった単なる工業系という理解をしてよろしいのか、そのことについて

質問したいと思います。 

 

●高野職務代理者 １点目は、重点整備地区という制度がどういうものかも含めて、内容

についてです。２点目は、交流機能を準工業地区の中で考えているのかということです。 

 

●事業推進担当部長 今の重点整備地区に位置づけたときの考え方です。 

 今、スライドにも出ております。先ほど松浦委員の質問にもございましたが、当初に想

定していた住宅の張りつきがかなり沈滞化してしまい、住居系で想定していたものを住宅

地として供給したのであれば、住宅としての活用が見込めないだろうということで、住宅

に替わる新たな土地の活用を検討すべき地区として重点的にやっていこうと位置づけたも

のが重点整備地区でございます。 

 そこで、住宅以外にどういう土地の活用が見込まれるのか、及び、東雁来のまちづくり

にどういったことが望ましいのかなど、需要と活用の望ましい方向をいろいろと考えまし

た。その一つがスポーツ交流地区で、特にコンサドーレのユースの練習場としてのグラウ

ンドの誘致から始まり、それをコアにしたスポーツ交流のエリアとして黄色部分がありま

す。また、福祉系施設や子育て世帯向けの市営住宅の立地等によって福祉の集積したエリ

アとして福祉交流地区といたしました。そして、河川の防災の備蓄庫や災害時の防災活動

拠点となる河川防災ステーションを位置づけました。それがこれまでの流れです。 

 そして、唯一残っていたのが多機能交流地区です。当時は、どういう活用ができるかと

いう先が見えていなかったところであり、どういう機能が来るか、さまざまなものを想定

しながら検討していこうということで、多機能交流という言葉を使って位置づけました。

正直なところ、これだというものがまだ見えなかったものですから、あらゆる可能性を検

討しようという思いを込めて多機能交流地区にしたとご理解をいただければと思います。 

 しかし、結果として、今回、工業系の土地利用に変えるものですから、交流は苦しいか

と思っております。いろいろな施設が相乗効果を生むような立地ができれば理想ですが、

今のところ、そこまでは想定できておりませんので、交流については、今回は落とすとい

うのが正直なところでございます。 

 

●高野職務代理者 今の話の中で、多機能交流としておきながら、第一種低層住居専用地

域にしたのかについては、松浦委員のご指摘に続くのですけれども、どうしてですか。 
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●堀内委員 今、出ています多機能交流地区に関しては、札幌市まちづくり戦略ビジョン

において位置づけられたということですね。しかし、現在ある都市計画マスタープランに

は、高度機能地域の中に入っていないのです。今、資料がないので正確なことは言えない

のですけれども、まちづくり戦略ビジョンの中にそういうふうに載っていたと理解してい

たのです。そういうことでこの地域を多機能交流地区と位置づけられたのでしょうか。 

 

●事業推進担当部長 まちづくり戦略ビジョンとの関係につきましては、高次都市機能交

流拠点として、ものづくり産業などの集積を図る地区と位置づけておりますが、そのベー

スにあるものは、経済局と連携して行った調査でして、札幌市において工業系の土地が不

足するだろうと考えたことを踏まえまして、今回見直しの調査と連動して整理して、まち

づくり戦略ビジョンでは先ほど言った位置づけにしたとご理解をいただければと思います。 

 

●高野職務代理者 先ほどの多機能交流地区をどうして第一種低層住居専用地域にしたこ

とについてはいかがですか。 

 

●都市計画課長 土地利用の具体的な方針が見えていない中におきましては、用途の制限

が厳しく、建物が限定される第一種低層住居専用地域を指定するということで、具体的な

ものに即して変更する手法をとってきたということでございます。 

 

●高野職務代理者 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●高野職務代理者 今回は、次回の本審議に向けての要望が出されましたので、これにつ

いてきちんと対応していただきたいと思います。 

 それでは、次の議案に移りたいと思います。 

 

    ◎手稲山口地区について 

●高野職務代理者 次に、手稲山口地区の地区計画の変更でございます。 

 ご説明をお願いいたします。 

 

●都市計画課長 都市計画課長の米田でございます。 

 事前説明第７号手稲山口地区地区計画の変更についてご説明いたします。 

 お手元に資料を配付しておりますが、説明はスクリーンで行いますので、前方をご覧く

ださい。 

 本案件は、地区計画区域の拡大などを行うものでございます。なお、説明事項といたし

ましては、スクリーンにお示ししている順に説明を行ってまいります。 
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 初めに、手稲山口地区の現況についてご説明いたします。 

 当地区は、本市の中心部から北西約１４kmのところに位置しております。 

 赤い枠で囲まれている範囲が当地区計画の区域で、地区の南側には都市計画道路の「下

手稲通」、東側には都市計画道路の「曲長通」が通っております。また、西側には濁川が

流れております。 

 当地区は、市街化区域に３方向を囲まれている市街化調整区域でございます。そして、

画面上で緑色に示している部分が、今回、地区計画区域への編入を予定している農地でご

ざいます。加えて、当地区では民間の開発事業が行われており、開発行為は第１工区と第

２工区に分けて実施されております。そのうち、第１工区については、昨年の１０月に工

事が完了し、分譲を開始しております。なお、スクリーンで表示している航空写真につい

ては、第１工区の開発完了前のものとなりますので、道路の概略図のみを表示しておりま

す。 

 次に、現地の様子でございますが、第１工区には既に相当数の住宅が立地しております。

こちらは、別の角度から写した写真でございます。地区の南側にある下手稲通沿道につい

ては、現在はまだ空き地となっております。東側にある曲長通沿道についても同様に、現

在はまだ空き地となっております。また、第２工区については、来年度以降、開発行為が

行われる予定となっておりますが、現在は空き地となっております。 

 最後に、今回、地区計画区域に編入する予定の農地の写真でございます。奥のほうには

住宅が立ち並んでいる状況がうかがえます。 

 続いて、市街化調整区域であります当地区に地区計画を定めた経緯についてご説明いた

します。 

 手稲山口地区は、平成１２年に市街化調整区域の大規模開発制度によって、隣接する西

側の区域と一体として開発行為が許可されました。その後、開発事業の事業効果の維持及

び増進を図り、良好な市街地を形成する目的で、平成１３年に地区計画を決定いたしまし

た。 

 このうち、薄い緑色の西側地区については、商業施設や低層住宅を主体とする開発行為

が平成１９年に完了し市街化がなされたことから、平成２２年４月６日の第６回区域区分

の見直しの際に市街化区域に編入するとともに、地区計画を分割し、新たに名称を北星置

地区として決定しております。 

 一方、分割後に残った手稲山口地区につきましては、平成２３年に開発計画の変更と合

わせて地区計画を変更し、事業が進められておりますが、現在も開発途中であることから

市街化調整区域となってございます。 

 なお、当地区は、全ての開発行為が完了後、市街化区域への編入を検討する予定でござ

います。 

 また、緑色で示している、今回、地区計画区域に編入する対象の農地については、平成

１２年の開発許可の段階では、開発の構想には含まれておりましたが、地権者が農業の継
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続を理由に開発行為に賛同しなかったことから、現在まで地区計画の区域外となっている

ものでございます。しかし、このたび、当農地の地権者から開発の意向が示され、本市と

しても、既に周辺を住宅に囲まれている状況から、当農地は周辺と一体で開発されること

が適当であると判断し、地区計画区域に編入するものでございます。 

 続いて、ここからは、地区計画の変更内容についてご説明いたします。 

 まず初めに、現在の地区整備計画についてですが、当地区では、「曲長通」沿道を沿道

Ａ地区、「下手稲通」沿道を沿道Ｂ地区、それらの後背地を低層専用住宅地区と定めてお

り、地区施設として、下手稲通沿道に公園を定めております。沿道Ａ地区と沿道Ｂ地区に

ついては、幹線道路の沿道であるため、店舗や事務所、共同住宅などが立地できる地区と

なっております。また、低層専用住宅地区については、閑静で落ちつきのある住宅市街地

を形成するため、戸建て住宅を主体とする地区となっております。 

 変更の内容についてですが、ただいま青色で示しております農地を地区計画区域に編入

いたします。それに伴い、現在、農地との境界まで指定している沿道Ｂ地区の境界を道路

境界に変更いたします。編入する農地につきましては、「曲長通」沿道を北側と同様に沿

道Ａ地区とし、その後背地を低層専用住宅地区とします。また、今回の区域の変更に合わ

せて、地区全体の土地利用の見直しを行い、沿道Ａ地区については小規模な店舗などの、

より身近で地域に根差した生活利便施設の立地を許容するため、制限を一部変更いたしま

す。 

 その結果、地区計画の内容は、次のように変更となります。 

 先ほど説明した農地約０．８haを地区計画区域に編入することで、地域全体の面積は１

８．２haとなります。その他、各地区の面積は、スクリーンに示すとおりの変更となりま

す。 

 また、沿道Ａ地区の変更につきましては、建築物の敷地面積の最低限度を５００㎡から

３００㎡に変更し、建築物の壁面の位置の制限を、これまでは全ての道路境界から３ｍ以

上としていたところを、「曲長通」の道路境界からは３ｍ、「曲長通」以外の道路境界か

らは２ｍに変更いたします。 

 続いて、市条例に基づく縦覧についてです。 

 本件については、１０月２１日から１１月５日までの期間で条例縦覧を行いましたが、

意見書の提出はございませんでした。 

 最後に、今後のスケジュールについてご説明いたします。 

 平成２５年１２月上旬から２週間の法縦覧を行い、第７４回都市計画審議会で諮問させ

ていただいた後、２月ごろに都市計画の変更告示を行う予定でございます。 

 以上で、事前説明第７号の手稲山口地区地区計画の変更についての説明を終わらせてい

ただきます。 

 

●高野職務代理者 ありがとうございました。 
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 それでは、ただいまの山口の案件について、ご意見、ご質問を頂戴します。 

 

●松浦委員 ここの住宅の売れ行きはどうですか。当初計画どおりに売れているのですか。

それとも、売れ行きは悪いですか。 

 

●都市計画課長 民間計画ですけれども、当初の予定よりペースとしては遅いかもしれま

せんけれども、現在、見たところによると、住宅の建築がかなり進んできていると捉えて

おります。 

 

●松浦委員 土地を持っている人の農業を取り巻く状況もあり、土地の利用変更をしたい

という希望も考慮しなければならないことなのでしょうが、山口というと、都心からかな

り遠いところですから、宅地開発をしても売れない状況が長く続くということであれば

―ここは税金の投入は全くないのですね。 

 

●都市計画課長 はい。 

 

●松浦委員 それならばいいです。 

 

●高野職務代理者 一部の市道については、税金投入となりますか。 

 

●都市計画課長 都市計画道路については整備済みですけれども、全市的な交通ネットワ

ークの中のものでございます。また、敷地内の道路については、開発業者が整備いたしま

して、札幌市の帰属となります。 

 

●高野職務代理者 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●高野職務代理者 ありがとうございました。 

 それでは、次の案件に参ります。 

 

    ◎札幌駅前通公共地下歩道関連について 

●高野職務代理者  次は、札幌駅前通公共地下歩道関連でございます。 

 よろしくお願いします。 

 

●総合交通計画部長 総合交通計画部長の山重でございます。よろしくお願いいたします。 

 札幌駅前通公共地下歩道に関連いたしまして、出入り口の形状の変更と地区計画の変更

につきまして事前説明いたします。 
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 スクリーンでご説明いたします。 

 説明の内容ですが、「札幌駅前通公共地下歩道について」、「道路の変更案」、「地区

計画の変更案」、最後に「まとめ」となっております。 

 それでは、「札幌駅前通公共地下歩道について」ご説明いたします。 

 まず、都心部の地下歩行空間ネットワークについてです。 

 都心まちづくりの長期的、総合的な行政計画であります都心まちづくり計画が平成１４

年に策定されまして、その後、社会情勢の変化などに対応し、１０年間程度を計画期間と

いたしました都心まちづくり戦略が平成２３年に策定されております。この中で、札幌駅

前通などにおきまして、四季を通じて快適な歩行環境を創出するため、官民の協働により

バリアフリーな地下空間の拡充を図ることとしております。また、隣接する民間ビルの建

てかえやそれに伴う地下接続を促進することとしております。 

 次に、都心部の地下施設の設置状況についてです。 

 札幌市には、大きく分けまして４種類の地下施設がございます。赤色が道路施設の地下

歩行空間、黄色が地下街、緑色が地下鉄、青色が駐車場となっております。今回の札幌駅

前通公共地下歩道は、出入り口を含めて道路法による道路であり、前回の審議会でご説明

した大通地下歩道の「ポールタウン」において、「札信ビル」に取り込まれた出入り口を

含めて地下街の通路となってございます。いずれも地下でつながっておりまして、地下歩

行空間のネットワークを形成しております。 

 次に、札幌駅前通の経緯についてです。 

 札幌駅前通は、平成１４年６月策定の都心まちづくり計画において、にぎわいの軸とし

て位置づけられており、札幌の目抜き通りとして、地上と地下の一体のにぎわいを創出す

るため、平成１５年３月３日に、札幌駅前通公共地下歩道として都市計画決定され、平成

１７年に事業認可を取得し、工事着手し、平成２３年３月１２日に供用開始しております。 

 また、札幌駅前通沿道の関係権利者で構成されました札幌駅前通協議会を中心に、沿道

のまち並みのあり方について検討が進められ、関係権利者による都市計画提案により、平

成２０年１２月３日に札幌駅前通北街区地区計画を都市計画決定しております。 

 次に、施設概要についてです。 

 区間は、地下鉄南北線さっぽろ駅から大通駅までの約５２０ｍとなっております。幅員

は歩行空間と両側の空間を合わせて２０ｍとなっております。歩行者数は、平日におきま

して、１日約６万にから７万人、休日においては約５万人から６万人が通行し、多くの人々

に利用されております。出入り口は１３カ所あり、既に建物内に取り込まれている出入り

口は２カ所ございまして、大通西３丁目の「北洋大通センター」、大通西４丁目の「札幌

大通西４ビル」であり、ビル敷地内に出入り口を整備しているのは、北３条西４丁目の「日

本生命札幌ビル」であります。また、接続ビルは緑色の９カ所、エレベーターは赤色で示

す６基となっております。 

 現在工事中の「（仮称）札幌三井ＪＰビルディング」が完成いたしますと、出入り口、
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接続エレベーターそれぞれが１カ所ずつ増える予定となっております。また、接続につき

ましては、沿道ビルが接続空間を施工し、その後、札幌市に帰属するいわゆる承認工事で

行っております。 

 次に、「道路の変更案」についてご説明いたします。 

 まず、公共地下歩道の出入り口の設置の考え方です。 

 出入り口は、現在、歩道上に設置しているもの、沿道の建物の中に取り込んで設置して

いるもの、ビル敷地内に設置しているものがございます。出入り口の設置については、歩

道空間の広がりの確保や良好な景観形成などが期待できることから、沿道の建物の建替え

に合わせ、ビル所有者との協議が整えば、地上出入り口を建物に取り込むこととしており

ます。先ほどご説明したように、道路法の道路の出入り口を建物内に取り込むことを可能

にするために「立体道路制度」を活用しております。 

 次に、「立体道路制度」についてです。 

 道路空間と建築物空間を互いに定めることによりまして、道路と建築物の一体的整備を

実現する制度でございます。一般的な道路の場合、道路の上下空間に建築物を建築するこ

とはできません。一方、「立体道路制度」を活用した場合、道路と建築物の一体整備が可

能となります。具体的には、道路を上下方向の立体的な範囲で定め、あわせて、地区計画

において建築物と道路が平面上で重なる範囲である重複利用区域と建築物の建築が可能な

上下の範囲である建築限界を定めるものでございます。 

 本制度を活用した全国的な事例として、大阪の「ゲートタワービル」がございます。こ

の写真に示すように、本来は建築できない道路上の空間におきまして建築物の中に道路が

通過するような形でビルが建てられるようになっております。札幌市におきましても、本

制度を活用した例として、「北洋大通センター」がございます。赤で示す歩行者の出入り

口を道路としてビル内に設置した事例でございます。 

 次に、変更案についてご説明いたします。 

 現在、赤い丸で示している北２条西３丁目にある出入り口は歩道上に設置されておりま

すが、このたび、画面に表示しております場所において、３棟の建物を一体で建替えて、

地下歩行空間と接続する計画があり、その中で、地上の出入り口を建物に取り込むもので

あります。 

 次に、具体的な変更内容についてです。 

 計画地のビル地下階の平面図ですが、画面の左側が変更前、右側が変更後でございます。

赤丸で示します地下歩道に設置されています階段を建物内に取り込むものでございます。

水色で示した道路区域のうち、緑色で示した範囲が立体的範囲を定める部分で、黄色が地

下歩道とビル地下街との接続空間となります。 

 次に、地上部についてです。 

 先ほどと同様に、画面の左側が変更前、右側が変更後でございまして、水色で示した道

路の区域のうち、緑色で示した範囲が立体的範囲を定める部分でございます。赤丸で示し
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た地上の出入り口をこのように沿道ビルの建替えに伴い、建物内に取り込みます。 

 次に、道路の立体的範囲です。 

 右側に出入り口の断面図を表示しておりますが、立体的範囲は建物地下１階の床から地

上１階の天井まで、９ｍ４２㎝の緑色で示した範囲となります。 

 次に、今回のビル建替えによる接続に伴う効果についてです。 

 地下階におきましては、接続する建物内に設置されましたエレベーター、エスカレータ

ーを利用できることから、バリアフリー化など、地上と地下の移動の利便性が向上いたし

ます。また、地上部におきましても、歩道空間が広がることで、にぎわいの軸にふさわし

い良好な景観形成が図れるとともに、安全で快適な歩行空間の創出に寄与するものと考え

ております。 

 以上が「道路の変更案」でございます。 

 次に、「地区計画の変更案」についてご説明いたします。 

 地区計画におきましては、立体道路に関する事項として、重複利用区域と建築限界を定

める変更を行うものでございます。 

 左側が平面図、右側が断面図となっており、緑色の部分が道路の立体的範囲を示してお

ります。重複利用区域は、道路と建築物が平面上で重なる範囲でございますので、道路の

立体的範囲に合わせまして、重複利用区域を画面のように定めます。また、建築限界は、

建築可能な上下方向の範囲でございますので、道路の立体的範囲に合わせまして、建築限

界を画面のように定めるものでございます。また、平成２２年１２月２日に、「（仮称）

札幌駅前通公共地下歩道」から「（仮称）」を削除する変更をしているため、今回の変更

に合わせまして、表記について文言整理を行うものでございます。 

 以上が「地区計画の変更案」でございます。 

 本件につきましては、１０月２５日から１１月８日までの２週間、縦覧を行いましたが、

意見の提出はございませんでした。 

 最後に、「まとめ」でございます。 

 今回の変更は、北２条西３丁目地内の沿道ビル建替えに伴いまして、公共地下歩道と接

続し、出入り口を取り込むため、札幌駅前通公共地下歩道の区域及び立体的範囲の変更と、

札幌駅前通北街区地区計画の変更です。これにより、官民の協働により、四季を通じて安

全で快適なバリアフリーな歩行空間とにぎわいの創出が期待されております。 

 次に、今後のスケジュールでございますが、次回の都市計画審議会にて諮問を予定して

おり、答申をいただいた後に都市計画変更の告示、平成２６年度にビルの解体工事着手、

新築工事着手、平成２８年度のしゅん功を予定しております。 

 以上で、札幌駅前通公共地下歩道に関連する事前説明を終わらせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

●高野職務代理者 ありがとうございました。 
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 それでは、ただいまのご説明に対してご意見やご質問を頂戴したいと思います。 

 

●村本委員 札幌地下歩道をおつくりになるときに、ちょうど審議に参加させていただい

ておりました。そのときにも発言したと思うのですが、また同じようなことを発言させて

いただきたいと思います。 

 滑らなくて、大変便利な空間ですが、エレベーターで上がったらどこへ出るのか、エス

カレーターの場所やこのエスカレーターはどこのビルに出るのか、そういうことがわから

ないことがしばしばございます。ポールタウンなどでも、すぐそこにエレベーターがあり

ますと書いてある割には、なかなか着かないこともあるのです。 

 今度は、建物の中に取り込まれることになりますと、どちらに行けるかがますますわか

らなくなるものですから、そういう表示や、ここからどのぐらい行ったらエレベーターや

エスカレーターに乗れるのか、そして、地上のどこに出られるのかを明確にしていただけ

るように工事の関係者や標識について配慮していただけると私は助かります。 

 

●高野職務代理者 全体的なサイン計画についてのご要望だと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

●総合交通計画部長 貴重な意見をありがとうございました。 

 地下空間ですので、おっしゃるようなご意見をいただいております。エレベーターやエ

スカレーターは、地上と地下をつなぐ大事な動線です。現在は、天井に出入り口の表示が

あり、壁に光る番号を表示しておりますが、エレベーターやエスカレーターの動線は非常

に大事ですので、今後、ビル事業者と、わかりやすい表示について協議していきたいと思

います。 

 

●松浦委員 駅前地下歩行空間の案内表示のあり方について、去年の２月中旬に、私のと

ころに、「大同生命ビル」に入っているお店の方々からいろいろ意見があり、１年半ぐら

いにわたって協議しております。歩いている皆さんの意見を聞くと、何が見づらいかとい

ったら、今、天井に表示しているという説明もありましたが、歩いている人は、若い人は

水平に遠くのほうまで見ており、高齢者の人は近場の床を見て歩いているということです。

そうすると、天井に表示があっても、それがなかなか目に入らないという実態があります。 

 今まで、通行者への表示のあり方について意向調査をしてみたらと市に言っても、それ

はしないと言うのです。また、入居者の皆さんとの話し合いも持ちましたが、問題は一向

に前進しません。そこで、こういうことに非常に関心の深い３人の方に調査検討委員とし

て委嘱しまして、今、話し合いを進めているところです。 

 実は、この地下歩行空間は、道路法では、案内標識のあり方などについて規定されてい

るものはありません。国土交通省に尋ねましたら、日本で初めての地下歩行空間ですから、
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そういうことを想定して、道路法をつくっていなかったというのです。したがって、法律

の権限からすれば、札幌市長が定めることとなります。 

 今、意見がありましたが、去年２月に大同生命ビルの入居者から出された意見と同じで

す。なぜ市が見やすいものに変えていかないかを考えてみたら、この地下歩行空間は、ど

こかの団体からデザイン賞をもらっているのです。もう一つは、この地下歩行空間をつく

るに当たり、どういう内装仕上げにするかについて、東京大学の専門の教授を座長にして、

北海道大学の教授、民間で専門の仕事をされている方で検討委員会をつくり、いろいろと

検討したのです。しかし、議事録を読んでみましたら、今、問題になっているようなこと

を指摘されているのですが、今後、市のほうで検討しますとなっています。ところが、何

も検討をしていません。こんな程度でやろうといってやったものであり、今、出されてい

る、あるいは、私が去年の２月に関係者から出されている問題となっているのです。 

 ここは都市計画審議会という大事な場ですから問いただしたいのですが、つくってみて、

利用している人から不便だという意見が出されたら、札幌市はそれに対してどう応えるの

か。 

 去年の２月に私から提起しました。そうしたら、札幌市が行ってきた仕事の仕方は、接

続されている沿道のビルの皆さんの意見を聞いて、調整して、こういう方向を取りまとめ

たということでした。ビルの皆さんもさることながら、ここは道路ですから、一般に不特

定多数の人が通行する方たちに見やすくわかりやすい表示にすることが大事です。こうい

う点について、市側は一体どのように考えているのか。 

 物は、最初はいいと思ってつくっても、実際に使ってみたら、どうもうまくない、直さ

なければならないというものがあります。昔から、家は３軒建てなければ自分の使い勝手

のいい家はできないと言われております。 

 ですから、利用している通行者の意向調査などをきちんとして、わかりやすい表示、表

記に改めていく考え方があるのかないのか、この点についてお尋ねします。 

 

●総合交通計画部長 駅前通地下歩行空間は、先ほど言いましたように、平成２３年３月

１２日に供用開始をいたしまして約２年半が経過しております。その中で、通行者もかな

りあるという説明をいたしましたけれども、おっしゃるようなご意見をいただいていると

ころでございます。 

 したがいまして、通行者の利便性を十分に考慮した上で、特に接続ビルへの案内の仕方、

あるいは、先ほどありましたエレベーターやエスカレーターのご案内の仕方については関

係する方々のご意見を聞きながら改善して見やすいものにしていきたいと思います。 

 

●高野職務代理者 松浦委員からは、市民からの意見を聞くのか聞かないかという一般通

行者からという趣旨でした。 
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●総合交通計画部長 通行者からのご意見につきましても、「まちづくり会社」などを通

じまして私どものところに来ておりますので、そういうご意見を参考に、よりわかりやす

くしていきたいと思っております。 

 

●松浦委員 「まちづくり会社」は、道路清掃などで札幌市が管理委託をしている会社で

す。もう一つは、駅前から大通までの間の地上商店街を含めた活性化をどうするかという

会社です。今、つくっている施設は、札幌市が税金でつくった施設です。この税金を出し

ている人は誰かといったら、市民なのです。わかりやすくいえば、建物をつくった建て主

がつくってみたら使い勝手が悪いから、札幌市という団体に委託してつくってみたら使い

勝手が悪いから直してと言ったら、委託を受けた市長がああだこうだ言ってやらないとい

うのは、違うのではないですか。契約書を結んでやったら契約違反になるのです。 

 したがって、市民の意向をきちんと調査していかなかったらいけません。１年半の中で

出てきた意見としては、グッドデザイン賞をもらっているしという話も出てくるのです。

誰がどんな目的で選んだのかもわからないようなものです。見た目がいいからなのか、道

路としての機能がよくて、通る人たちが使い勝手がいいということで選んでいるのかもわ

からないのです。こんなデザイン賞をもらったからといって、使い勝手を直すことに躊躇

している、この辺が問題だと思っているのです。 

 それから、私も行きましたし、私が委嘱した３人の方も何回もあそこを通りましたが、

富士銀行のところでしょうか、もとの五番館のところでしょうか、将来建物が建ったらと

いうことで左側を広く掘って、それを支える柱が何本も立っております。その柱にラミネ

ートで印刷して、中国語と韓国語の案内がついています。３人が出した意見の中では、目

の高さの柱に表示すべきではないかということでした。そうすると、歩いている人の目に

入るのではないかということでした。それは実験ですから、ラミネートで巻いて、だめで

あれば、とって、もとへ戻せます。お金も大してかからない試験ができるのではないかと

いう提案もしていますが、これについての回答もまだ得ていません。 

 そういう根本的なことをきちんとしないといけません。自分たちの会社で資金調達をし

て、自分たちの会社でつくったという市役所の仕事ぶりですが、市民の側からすれば、そ

ういう感覚になりますし、私もこの件についてはそう思っています。ですから、通行する

人たちの意向調査をして、それに基づいて、どういうわかりやすい表示、表記にしていく

かが大事だと思いますので、これをする気があるのかないのか、この点について答えてく

ださい。 

 

●総合交通計画部長 先ほどはまちづくり会社と申しましたが、我々は、広場管理者とい

う立場でございますし、道路管理者という立場がございます。そこにいろいろなご意見が

来ておりますので、そういう十分なご意見を反映すべく、今、サインの改善について検討

しております。ですから、よりわかりすいサインへの改善に向けて、今後も市民の声を聞
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きながら検討していきたいと思います。 

 

●高野職務代理者 この案件は、都市計画の関係として…… 

 

●松浦委員 この駅前地下歩行空間は都市計画決定しているものです。今、都市計画の変

更が出てきました。その説明がるるありました。私はこの決定の段階のときには審議会の

メンバーではありませんでした。しかし、審議会は継続されているものです。したがって、

誰かがそのときの任で判断したことも、後に時間がたって、使い出してから、まずいとい

うことになり、議題に上がれば、その問題をただしていくのが審議会のありようです。 

 今、山重部長の言った「まちづくり会社」は、はっきり言って、市民にそんなに知られ

ておりません。先ほど私が言ったように、「まちづくり会社」がやっているのは、地上部

を含めて、駅前から大通までの地下歩行空間と地上部の活性化をどうするかということで

す。下は、基本的には道路です。あそこの管理はどこがやっているかといったら、札幌市

建設局道路維持部であり、清掃の管理委託費用は道路の維持費用から出ているのです。 

 これは、つくるときにまちづくり会社がかかわっていましたか。かかわっていませんか。

山重さん、あなたも当時は課長としてかかわっていましたね。ここにかかわっている人が

何人かいますから、私の指摘がわかっているはずです。 

 

●高野職務代理者 松浦委員、ご趣旨としては、札幌市民の通行者に対して、直接、アン

ケートをしなさいということですね。 

 

●松浦委員 それはなぜかといったら、「まちづくり会社」は、単なる委託会社です。そ

れから、市民に知られた会社ではありません。設置しているのは、札幌市です。したがっ

て、札幌市長はしなければいけないのです、これは。そういう経過をきちんとわからない

人も結構いらっしゃるのです、この中に。わからない人に、あたかもそこがやるのが妥当

だというような発言は私は許せないです。 

 きちんとやりますと答えてください。局長、あなたが判断してください。やるというこ

とでないと、私は、この後、市長に会って言いますよ。 

 

●高野職務代理者 松浦委員、よろしいでしょうか。 

 今、ここで市長の話は、審議会の範疇を超えるものだと思いますので…… 

 

●松浦委員 ちょっと待ってください。超えないです。 

 この審議会は、市長の委嘱に基づいてやっているのです。いいですか。ここに来ている

のは、市長に代わる説明員です。本来ならば市長が来て説明しなきゃいけないのです。た

だ、仕事を分任してやっているから彼らが来ているのです。市長の名前が出るのは当たり
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前です。そこを職務代理者は勘違いしないでください。法律、条例の建前をきちんとわか

った上でやってください。この１年半、私は会長にこういうことを指摘しておりますけれ

ども、頼みますよ。 

 したがって、これについては、局長からきちんと答弁してください。 

 

●都市計画担当局長 地下歩行空間の案内サインの件です。 

 先ほど松浦委員からお話がありましたけれども、委員がお選びになった市民の皆さんに

見ていただいて、そういうご意見をいただいております。そのご意見を踏まえて検討させ

ていただいておりますので、その辺を一旦整理していきたいと思っております。 

 

●坂井委員 議案について質問させていただきます。 

 本日のこの議案は、第４号と第８号ということでしたけれども、第４号のタイトルを見

ますと、道路の変更案として５件が並んでいます。しかし、説明は最後のところでした。

これは事前ですので、今後に説明があるのかと思いますが、そこを説明してください。 

 もう１点は、説明資料の１５ページです。確認でもあるのですが、変更前と変更後とい

うことで、公共地下歩道の青い部分が変更となります。ですから、面積が変更になり、接

続空間と黄色い部分の取り扱い、つまり、管理者や所有者について教えてください。 

 

●総合交通計画部長 道路につきましては、この後に「石山地区関連」、「西２丁目地下

歩道」がございますので、この後にご説明したいと思います。 

 次に、スライド１５番の接続空間につきましては、ビル側が地下歩道につなげて行き来

できる空間となります。今回は、出入り口を都市計画の変更をするということで、接続空

間は面積として入ってございません。 

 また、接続空間につきましては、承認工事として札幌市に帰属いたしますので、札幌市

が管理いたします。 

 

●高野職務代理者 １点目については、議事次第の書きぶりの問題ですね。第４号となっ

てたくさん書かれていますけれども、今は第４号の一部を議論したことになります。 

 

●坂井委員 そうしますと、都市計画決定、面積の変更ということで、また議案が上がっ

てくるのでしょうか。 

 

●総合交通計画部長 そうです。 

 今のご質問は、この後に説明する事項についてですか、それとも、今の案件についてで

すか。 
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●坂井委員 公共地下空間の歩行空間の面積が変更になるということは、きょうの議案の

内容として何を審議すればいいのかがわからないので、議論がどんどんとずれていくとい

うこともあると思います。ですから、事前説明であっても、議論はこのポイントとこのポ

イントで、これは都市計画法に基づいた、都市計画法に書いてあることのみの議論であり、

それ以外は陳情や意見だということでほかの場でというように取り仕切ってはいかがでし

ょうか。 

 

●総合交通計画部長 まず、都市計画変更する緑色の階段でございますが、これは区域の

変更です。今回は、面積を定めているものではございませんで、エリアの変更でございま

す。 

 また、その後の意見については、参考にしたいと思います。 

 

●高野職務代理者 論点が少しわかりにくかったかもしれません。 

 申しわけありませんでした。 

 

●森田委員 坂井委員と同じことを言おうと思っております。 

 私もいろいろな意見を言うほうですけれども、整理して、議案に沿った形で中身をもう

ちょっと精査して、我々に説明していただきたいと思います。これは前にも言ったのです。

皆さんの話はずれていないですし、大事なことですけれども、審議会はいろいろな規則に

のっとってやっていきますので、事務局としてこのポイントを説明するのだということを

わかりやすく整理していただいて、提示していただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 

●坂本委員 先ほど出ていました接続空間のことです。 

 水色で書かれているところが公共地下歩道ですね。今度は、出入り口の形状が縦方向で

はなく、一旦、ビルの中に入り込んでいくということですから、そこの管理についてはビ

ルか札幌市かを確認したいと思います。 

 それから、接続空間という名前で札幌市に帰属するというお話でしたけれども、道路と

いう扱いではなく、道路の脇の６ｍのところで自由に活用できる空間であり、道路ではな

い位置づけがあったと思うのですけれども、そういう活用になるのでしょうか。あるいは、

直接的にはビルが管理することになるのかということです。 

 そして、もう１点は、平成２６年度に解体工事が始まり、２８年度にしゅん功というこ

とで、工期はおよそ２年間となりますね。この間、３番出入り口は全く使えない状態にな

るのですね。そうなると、今まで利用されていた方はどの出入り口を利用するという想定

になるのでしょうか。向かいの三井のビルも完成まではまだ時間があると認識していたの

ですけれども、齟齬がないのかどうかを確認させていただきたいと思います。 
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●高野職務代理者 １点目は、立体道路区間の管理者についてです。２点目は、地下街部

分の壁寄りの部分の利用の仕方がどういうふうに変わるのかということです。３点目は、

工事中にいつまで使え、使えないときにはほかのところを使うのかということでございま

す。 

 

●総合交通計画部長 １点目の出入り口についてでございます。ご説明したように、出入

り口は道路として都市計画決定いたしますので、整備後も道路となり、道路管理者が維持

管理いたします。 

 そして、黄色の接続空間でございます。ここは承認工事ということで、ビル側が整備を

行って、その後、道路管理者である札幌市に帰属いたしますので、札幌市が管理すること

になります。また、ここは広場空間ですので、現在も「ニッセイビル」の店舗の前で行っ

ているようなにぎわいの空間として活用されることになるかと思います。 

 そして、３点目の地上の出入り口についてでございます。先ほどスケジュールでご説明

いたしましたが、今、向かい側で「三井ＪＰビル」が工事しておりまして、来年の秋ぐら

いに完成する見込みがございますので、１カ所は確保されます。出入り口については、現

在も使っておりますので、なるべく使えるように協議していきたいと思っております。 

 

●坂本委員 道路管理者が出入り口についても管理していくということですが、工事費な

どについては、ビル所有者とはどういう話になっているのでしょうか。 

 

●総合交通計画部長 今回、ビル建替えに伴うものですので、ビル所有者が建築工事の中

で出入り口をつくっていただきます。承認工事となりますますので、市の負担はございま

せん。 

 

●高野職務代理者 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●高野職務代理者 それでは、１２時までは２０分余りとなりまして、微妙ではございま

すが、次の石山地区関連について進めさせていただきたいと思います。 

 

    ◎石山地区関連について 

●高野職務代理者 それでは、ご説明を頂戴します。 

 

●総合交通計画部長 総合交通計画部長の山重でございます。 

 石山地区に関連いたしまして事前説明をいたします。 
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 内容としましては、石山・穴の沢通と石山・藤野通の新規決定とこれに伴う石山通と石

山中学校の変更でございます。 

 説明事項といたしましては、「石山地区の概要」、「道路計画の内容」、「都市計画変

更の内容」、「まとめ」でございます。 

 最初に、「石山地区の概要」につきまして、「位置」、「周辺環境」、「道路の現状と

課題」についてご説明いたします。 

 まず、「位置」についてです。 

 石山地区がこの丸、藤野地区がこの丸です。地下鉄真駒内駅はこちらでございます。青

い線が豊平川、オレンジ色の線が都市計画道路です。都心部と南部地域を結ぶ「国道２３

０号」を南下いたしまして、川沿地区を通過し、豊平川を横断した先が石山・藤野地区と

なります。 

 次に、「周辺環境」についてです。 

 石山地区の航空写真ですが、主に戸建て住宅地となっております。「国道２３０号」、

「藤野通」、「藤野１号通」は、図のとおりです。地区内には、石山南小学校、石山中学

校、藤野沢小学校、明清高校がございまして、スーパーなどの施設が集まった複合商業施

設が「国道２３０号」に面してあります。また、中央には、豊かな自然が残され、通称、

「小鳥の村」と呼ばれている丘があります。 

 ここで、「小鳥の村」についてご説明いたします。 

 平成１７年、平成１８年に行った現地調査で「フクジュソウ」、「ザリガニ」、「カワ

セミ」など、貴重な動植物が多く確認されており、自然環境が豊かな場所となっておりま

す。藤野沢小学校では、子どもたちの学びの場として小鳥の村で総合学習を行っており、

文部大臣賞など、数々の表彰を受けております。 

 次に、「道路の現状と課題」について説明いたします。 

 まずは、石山地区における道路網の現状です。 

 こちらが幹線道路となる幅が１６ｍ以上の道路です。幹線道路を補完して、地域内の移

動を支える道路で、道路幅が１２ｍ以上の道路を加えると、このようになります。また、

幅が１２ｍ未満の生活道路を表示すると、このようになります。この地域では、石山地区

と藤野地区のアクセスを担う道路は「国道２３０号」のみとなっております。 

 次に、「国道２３０号」の現状です。 

 写真は、昨年９月、平日の昼間に、先ほどご説明した商業施設の前で撮影したものです。

石山地区では、４車線化の整備が完了しておりますが、地域を通過する交通と地域の生活

交通が混在している状況であり、観光シーズンやお盆などには渋滞が発生することもあり

ます。 

 次に、「藤野１号通」の現状です。 

 写真は、昨年８月、平日の昼間に「国道２３０号」との交差点付近から撮影したもので

す。既に２車線で整備を完了しております。「国道２３０号」との交差点では、朝夕の出
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勤時間や観光シーズン、お盆などには、何回も信号待ちをするなど、渋滞が発生すること

もあります。 

 次に、「石山・穴の沢線」についてです。 

 国道へとつながる「石山・穴の沢線」は、バス路線や通学路に指定されるなど、地域の

移動を支える重要な道路であります。しかしながら、現道の幅員が９ｍ程度であり、歩車

道ともに幅が狭い状況です。冬期には大型車のすれ違いが困難な場合もあります。また、

交差点の食い違いや見通しの悪いカーブなどもあります。 

 続いて、「道路計画の内容」について、「南部地域の道路整備状況」、「道路計画の目

的、効果」、「これまでの経緯」についてご説明いたします。 

 まず、「南部地域の道路整備状況」についてです。 

 南部地域は、地形的な制約などにより、唯一の主要幹線道路である「国道２３０号」に

自動車交通が集中し、渋滞が発生していたところです。そこで、「国道２３０号」や「平

岸通」の４車線化や簾舞地区の「砥山豊平川沿線」などの整備、さらには、藤野地区の「藤

野通」の整備などを行い、南部地域の交通円滑化に取り組んでまいりました。今回の「石

山・穴の沢通」、「石山・藤野通」も同様に、石山地区において実施するものでございま

す。 

 次に、「道路整備の目的、効果」についてです。 

 １点目として、地域の移動を支える主要な道路を確保し、地域内外へのアクセス性を向

上するということ、２点目として、「国道２３０号」のほかに石山地区と藤野地区を結ぶ

道路を整備し、安心・安全な移動経路を確保するということです。 

 このことにより、地域移動の利便性や安全性を向上するとともに、国道のバックアップ

経路の確保が期待されるものでございます。次に、３点目として、見通しの悪いカーブや

食い違いの交差点を改良するなど、安全性を向上すること、４点目として、一年を通して

安全に歩ける歩道を確保し、歩行者の安全性を向上することでございます。このことによ

り、安全で快適な道路環境になることが期待されます。また、５点目としては、狭小な幅

員の道路を拡幅し、バスの安定した通行を支えることであります。これによって、冬期に

おきましてもバスなど公共交通の安定した運行を支えることが期待されます。 

 次に、「検討経緯」についてです。 

 まず、平成１４年に石山地区と藤野地区を結ぶ道路整備についての要望があり、これに

つきまして、平成１５年に石山、藤野、簾舞地区を対象に地域アンケートを実施したとこ

ろ、約６６％の賛成がございました。これを踏まえて、平成１６年度から平成１９年度に

かけて、地域の方々と勉強会を計１０回開催し、平成２０年度に地域交通計画を策定いた

しました。 

 平成２１年度から平成２３年度には、説明会、パネル展を合わせて３回行い、道路計画

について意見交換をするとともに、全戸に石山・藤野通通信を配付して、広くお知らせし

たところでございます。平成２４年度には具体的な道路計画案の説明会を開催し、いただ



 - 28 -

いたさまざまなご意見を踏まえまして、道路計画の見直しを行いました。今年７月に道路

計画見直しに関する説明会、８月には地域アンケート、１０月に都市計画案についての説

明会を開催したところです。 

 このように、地域の方々と、長年、協働で道路計画を検討するさまざまな取り組みを経

て、石山地区の道路計画となっております。 

 次に、地域交通計画についてご説明いたします。 

 こちらが地域交通計画でございます。 

 地域交通計画は、地域の交通課題に対しまして、地域と札幌市が協働で検討を行い、課

題解決に向けた取り組みを進めるための指針として策定したものでございます。検討に当

たりましては、写真にありますように、地域住民との勉強会、交通状況の現地確認、自然

観察会、さらには、パネル展などの取り組みを行ってございます。 

 地域交通計画では、「石山・藤野通」と「石山・穴の沢通」のおおむねのルートを示し

ております。「国道２３０号」と並行する道路である①の道路の「石山・藤野通」につい

ては、「小鳥の村」を迂回し、「平岸通」、「国道２３０号」へとつながるものでござい

ます。バス路線や通学路に指定されるなど、地域にとって重要な道路である②の「石山・

穴の沢線」については、道路幅が狭いなどの課題に対応するため、現道の拡幅整備を行う

ものでございます。 

 「石山・藤野通」のルートについてですが、トンネルで「小鳥の村」を通過する案と「小

鳥の村」を迂回する案の検討を行いましたが、トンネルで「小鳥の村」を通過する場合、

貴重な生物がいる沢や鳥の営巣地などへの影響が懸念されることから、これらを避けて、

「小鳥の村」の山裾を通る迂回ルートとしております。 

 次に、平成２４年１０月と平成２５年７月に行った説明会についてです。 

 平成２４年１０月に行った説明会では、地域交通計画で示したルートをもとに作成し、

図面に示した幅員２１ｍの道路計画案についてご説明いたしました。この道路計画案に対

しての主なご意見としては、「道路が地域を斜めに通過し地域を分断する」、「道路幅が

広過ぎて地域への影響が大きい」、「アンケートを実施して地域の意向を確認すべき」な

どがございました。これらの意見を踏まえ、道路計画の見直しを行ったところであります。 

 平成２５年７月の説明会では、見直しの内容の説明を行い、おおむねの理解が得られた

ところでございます。説明内容としては、「ルートを地域分断の少ないルートに変更する」、

「道路幅員を２１ｍから１６ｍにする」、さらに、「地域全体の意向を把握するため、沿

線地域全戸を対象とした地域アンケートを実施する」ということでございます。 

 見直したルートは、図の点線で示している箇所でございます。現道や穴の川に沿ったル

ートとすることで地域への影響を極力小さくするようにルートを見直したところです。ま

た、幅員を１６ｍとしております。 

 次に、今年の８月に行った地域アンケートについてです。 

 地域アンケートの対象範囲は、道路計画沿線地域の、画面の青色の範囲にお住いの方や
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地権者でございます。アンケートには、道路計画案の資料を同封して道路計画の「目的」、

「ルート箇所」、「延長幅員」、「概算事業費」、この場合、Ａ区間が約１６億円、Ｂ区

間が約１８億円、Ｃ区間が約１２億円、さらに、「交通量の推計値」を記載いたしました。

アンケートの配付数は１，９４８通、回答数は７６５通、回収率は約３９％と高いもので

ございました。 

 次に、アンケートの結果についてですが、石山地区において、「石山・藤野通」、「石

山・穴の沢通」の整備が必要と思うかどうかについてお聞きしたところ、「必要」と「ど

ちらかといえば必要」が合計で４１２通、全体の５４％、「必要ない」と「どちらかとい

えば必要ない」が合計で３２７通、４３％でございました。 

 次に、「必要」と「どちらかといえば必要」と答えた方のうち、その理由をお聞きした

ところ、上位３位では、順に、防災上、国道のほかに道路が必要だから、冬期間に通行し

やすくなるから、国道に出ずに地域内を移動できるからとなっております。また、「必要

ない」と「どちらかといえば必要ない」と答えた方のうち、その理由をお聞きしたところ、

上位３位では、順に、「人口減少、高齢化が進んでいるから」、「財政状況が厳しいから」、

「交通量が増えることが心配だから」となっております。 

 また、これらの道路計画案は、区間によって状況や目的が異なることから、「石山・藤

野通」をＡとＢの二つの区間に分け、「石山・穴の沢通」をＣ区間とし、三つの区間につ

いてそれぞれ整備が必要かどうかをご質問いたしました。 

 「石山・藤野通」の西側のＡ区間と「石山・穴の沢通」のＣ区間につきましては、「必

要」という回答が上回りました。一方で、「石山・藤野通」の東側のＢ区間につきまして

は、「必要ない」という回答が上回りました。 

 アンケートの結果など、地域住民の意向を踏まえるとともに、現道の有無などの状況か

ら、Ａ、Ｂ、Ｃの三つの区間の道路整備の進め方についてご説明いたします。 

 現道がないＡ区間については、防災上、国道のほかに道路が必要であり、地域の理解も

得られたので新たに整備する、現道の幅が狭いＣ区間については、冬期間の通行歩行環境

を改善する必要があり、地域の理解も得られたので拡幅整備する、Ｂ区間については、「石

山・穴の沢線」から「平岸通」まで移動できる道路があり、地域の理解も得られなかった

ことから、新たに整備しない、ということでございます。 

 次に、Ｂ区間の「石山・穴の沢線」から「平岸通」まで移動できる現道を青い線で示し

ております。幅員１２ｍのバス通りとなっております。道路ルートといたしましては、「石

山・藤野通」は石山地区と藤野地区を結ぶＡ区間を新たに整備することとし、Ｃ区間の「石

山・穴の沢通」は現道を拡幅することとしたところでございます。また、交通量について

は、平成４２年の想定で「石山・藤野通」が１日当たり約２，９００台、「石山・穴の沢

通」が１日当たり約４，０００台でございます。 

 次に、「石山・藤野通」、「石山・穴の沢通」の断面ですが、車道は２車線、６ｍであ

り、その外側に、バスの停車や冬期における雪のたい積スペースとなる停車帯を１．５ｍ
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ずつ確保します。また、歩道は３．５ｍと歩道除雪が可能な幅としており、合計で１６ｍ

となります。 

 次に、今年１０月に行った都市計画に関する説明会についてです。 

 １０月９日に関係権利者、地域住民を対象とした説明会を開催し、約１００名の方にご

参加をいただきました。説明の内容といたしましては、「説明会の経緯」、「位置づけ」、

「石山・藤野通、石山・穴の沢通の計画について」、「地域アンケート結果の報告」、「今

後の進め方」、「都市計画道路に位置づける手続」、「用地・建物の補償の流れ」につい

てをご説明し、ご意見をいただきました。 

 主なご意見についてご説明いたします。 

 「アンケートの賛否の差が小さいので整備は必要ない」、「藤野１号通の交差点を改良

すれば交通混雑が解消するので新しい道路は必要ない」、「石山穴の沢線では渋滞が起き

ていないので拡幅する必要がない」などの道路計画自体に対するご意見や「石山・穴の沢

通の整備は芸術の森方面まで伸ばしてほしい」、「小鳥の村をトンネルで通過する案を再

検討してほしい」というルートに対してのご提案がございました。 

 これらのご意見に対しましては、道路計画の趣旨や地域アンケートの結果などを踏まえ

た札幌市の考え方をご説明したところでございます。また、住宅地に交通量がふえるので

はないか、住宅地をスピードを出して走ると危険であり、安全対策をしてほしいなどのご

要望がありました。 

 安全対策につきましては、現道も含めて、道路の設計の中で具体的に検討することをご

説明いたしました。その後、説明会のまとめといたしまして、本計画案で都市計画決定に

向けた手続を進めることをご説明し、おおむねの理解が得られたものでございます。 

 次に、「都市計画道路及び都市計画学校の変更内容」をご説明いたします。 

 まず、「石山・穴の沢通」についてです。 

 区間は、「国道２３０号」から市街化区域界である石山３条７丁目までの約６２０ｍで

す。幅員は１６ｍ、車線は２車線です。現在、幅が９ｍ程度の「石山・穴の沢線」を拡幅

する計画です。 

 次に、「石山・藤野通」についてです。 

 区間は、「石山・穴の沢通」から「藤野１号通」までの約８６０ｍです。幅員は１６ｍ、

車線は２車線です。石山地区と藤野地区を結ぶ新しい道路の計画です。 

 次に、「石山・穴の沢通」と「石山・藤野通」の新規決定に伴い、「石山通」と石山中

学校の変更も行います。 

 まず、「石山通」につきましては、「石山・穴の沢通」の拡幅に合わせて、交差点にお

ける隅切りの区域を変更いたします。また、車線数についてですが、平成２４年度に国道

以外の都市計画道路の車線数決定を行いましたが、今回、「石山通」について、国道管理

者との協議が整ったことから、車線数の決定を行います。 

 「石山通」は、起点が「環状通」、終点が簾舞の延長約２０kmです。今回決定する車線
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数は、都心部の「北１条・宮の沢通」から「南６条線」の区間は６車線、それ以外の区間

は４車線でございます。 

 次に、石山中学校の変更についてであります。 

 今回、新規決定する「石山・藤野通」は、石山中学校の南側の区域を通過します。この

ため、都市計画道路と重複する区域を廃止し、機能については、道路整備を行う際に補償

いたします。また、今回の変更にあわせまして、都市計画区域外にある既存のテニスコー

トを区域に追加いたします。 

 最後に、「まとめ」です。 

 まず、変更内容と効果です。 

 これまで、石山・藤野地区の道路計画につきまして地域と協働で検討を重ね計画案を作

成しました。この計画案に基づき、「石山・穴の沢通」と「石山・藤野通」を新たに決定

いたします。これに関連して、「石山通」と石山中学校の変更を行います。これによりま

して、石山地区における道路網が充実し、地域の利便性が向上することが期待されます。 

 次に、スケジュールでございます。 

 事前説明後、都市計画案の縦覧、次回の都市計画審議会への諮問を行い、都市計画決定

に進みたいと考えております。その後、道路整備事業に着手する予定でございます。 

 以上で、「石山通、石山・穴の沢通、石山・藤野通と石山中学校の変更案」につきまし

て、事前説明を終らせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

●高野職務代理者 ただいま説明を頂戴いたしました。 

 時間は既に１２時を少し回ってございます。 

 これについては、ご意見やご質問も多々あると思いますので、ここで延長するのではな

く、資料についてご不明な点等があれば、そのご質問だけをお受けして、詳しいご意見や

ご質問につきましては休憩を挟んだ後に頂戴したいと思います。 

 それでは、単純なことだけをお願いしたいと思います。 

 

●松浦委員 教育委員会にお尋ねします。 

 石山中学校がありますが、ここの敷地面積が、現在、いくらで、計画ではどれだけかか

り、それによって学校としての機能に影響がどの程度あるのか、あるいは、全くないのか、

この点についてお願いします。 

 

●高野職務代理者 ２番目のご質問については昼食後にしたいと思います。最初のご質問

だけお受けしたいと思います。 

 それでは、簡単にお願いいたします。 
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●学校施設担当部長 まず、石山中学校の面積は、約１．８haとなっております。 

 今回、道路にかかることによりまして廃止する区域が０．１４haとなっております。 

 そこで、支障がないかということですが、この件につきましては、学校にも説明してお

りまして、周辺敷地部分でございますので、学校教育には影響はないかと思います。また、

今、話がありましたけれども、テニスコートについても機能補償されるということでござ

いますので、そういう観点からも影響はないかと考えてございます。 

 

●高野職務代理者 資料について、ほかにご不明な点があればお受けしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●高野職務代理者 それでは、休憩といたします。 

 １時１５分に再開させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

〔  休    憩  〕 

 

●高野職務代理者 それでは、定刻になりましたので、再開させていただきます。 

 亘理会長がお見えになりましたので、本来ならば、ここで議事進行を交代するところで

すが、石山の案件については、議論の継続性がございますので、石山の案件については、

私が議事進行を務めさせていただくことをお許しください。 

 それでは、先ほどご説明を頂戴いたしましたので、ご質問やご意見を頂戴したいと思い

ます。 

 

●松浦委員 おさらいの意味も含めて説明をお願いいたします。 

 そもそも、この路線の都市計画決定をしたのはいつなのか、都市計画決定というよりも、

計画が持ち上がったのはいつなのかです。石山地区だけはなく、この路線全体についてで

す。 

 二つ目は、一般的に札幌市が事業計画を立ててやる場合、今のＡ、Ｂ、Ｃの案で意向調

査をしたものの回答を見ると、Ａ区間では「賛成」が５２．何％、「反対」が４０数％で

３％ぐらいの意向がどちらかに変われば、変わります。Ｃ案では、３６％が「必要ない」

で、「必要ある」が６５％ですので、３分の２対３分の１です。Ｂ案も「必要」が３％ぐ

らい増えれば逆転するという内容です。 

 今までの私の記憶でいくと、Ｂ案もこの程度であればやったと思うのです。Ｂ案につい

ては、「必要がない」が３１２件、４８％、「必要あり」が３３９件、５２％ですが、拮

抗しているものをなぜやめたのかです。 

 三つ目は、この地区は、ぐるりと行って、札幌に向かっていき、高架立体交差している

「支笏湖線」を通って支笏湖に向かう車もかなりあるわけです。石山から支笏湖に抜ける
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道路は検討の対象にならなかったのかどうかです。 

 この３点についてお伺いします。 

 

●高野職務代理者 １点目は、この地区以外も含めての都市計画決定や道路計画の経緯で

すが、２３０号線全体ということですか。 

 

●松浦委員 言っていることはわかりますね。 

 

●高野職務代理者 私にはわからないのですが、どういうことですか。 

 

●松浦委員 今、石山地区がかかっていますけれども、これは単に石山地区だけではなく、

国道２３０号の渋滞を緩和することで計画されていた路線です。したがって、当初の案が

どういう案で、なぜこういうふうに変わってきたのかということを検討する上で必要だと

思うのです。 

 

●高野職務代理者 わかりました。 

 それでは、この３点についてお願いいたします。 

 

●総合交通計画部長 全体について、スライドの１３ページでご説明いたします。 

 先ほどもご説明いたしましたが、この地区は２３０号が主要な幹線道路でございまして、

昭和５０年代は、２車線の国道でございました。特にお盆のシーズン、ゴールデンウイー

クの時期には渋滞が発生しておりましたので、図にもありますように、国道の４車線化を

順次やってきております。今、簾舞地区の先までできておりまして、定山渓に向けて開発

局で４車線化の施工をされております。 

 そして、札幌市では「藤野通」を整備してきておりまして、この区間については平成１

７年に２車線で完成しております。さらに、「石山地区」、「白川地区」、「簾舞地区」、

「石山線」、「簾舞中学校裏通線」、「砥山豊平川沿線」の整備を行いまして、国道のバ

イパスについて国道を挟んで両側に整備して、国道を４車線化してきました。この目的は、

この地区における渋滞緩和です。今回、赤色で示している石山地区における道路もその一

環でございます。 

 次に、石山地区での検討経緯でございます。 

 先ほどもご説明いたしましたが、国道の４車線化や「藤野通」の施工が進みまして、石

山地区にもバイパス道路を整備していただきたいという要望が札幌市に平成１４年度に来

ております。それから、次の年にアンケートを行いまして、１６年度から１９年度にかけ

て勉強会を開催して、もととなる計画をつくって検討してきました。そういう意味では、

具体的な計画の検討は、平成１５年からスタートしたところでございます。 
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 また、２番目に、アンケート結果で拮抗しておりますＢ案を「反対」が若干多い中でな

ぜやめたかというご質問についてです。Ａ区間とＢ区間は「必要ない」と「必要」がそれ

ぞれ拮抗して、「必要」が若干上回るＡ区間だけを整備して、Ｂ区間はやらないというこ

とについては、次のスライドでございます。 

 Ａ区間とＢ区間の圧倒的な差は、現道があるかないかでございます。Ａ区間については

現道がないため、当初の目的である国道のバイパスという目的のためには、新しく道路を

整備する必要があることと、また、地域のご理解としても「必要」が上回っておりますの

で整備を行いたいということでございます。また、Ｂ区間には現道があり、「平岸通」ま

で抜けられること、また、「必要ない」というご意見が多く、地域の理解が得られなかっ

たということで、新たに整備しないことにしております。 

 これが今の石山地区の道路計画でございます。赤い線が新しく道路を整備する「石山・

藤野通」、現道を拡幅する「石山・穴の沢通」です。そこの交差点から黄色い線が出てお

りますけれども、これは先ほど説明いたしましたが、１２ｍのバス通でございまして、曲

がりくねっておりますが、「平岸通」に抜けられますので、そういう点で、今回はＢ区間

の整備を見送ったところでございます。 

 最後に、３点目の「支笏湖線」に抜ける道路についてです。「石山・穴の沢通」の下に

ずっと行きますと、芸術の森に抜けられるような現道がございまして、図の下のほうに行

くと、「支笏湖線」に抜けられます。ここについては、南部の交通対策の一環として一度

検討いたしましたが、急な山間の道路ということで、現道のままでは抜けられず、道路規

格に合ったものにできないということで、市街化区域まで拡幅整備を行いまして、その先

については、現道のままでございます。 

 

●松浦委員 やめたＢ地区は、地元から要請があったのですか、それとも、皆さんで考え

た案なのでしょうか。 

 二つ目は、支笏湖に抜ける調整区域の道路の整備についてです。確かに山坂はあるかも

しれないけれども、高低を埋めたり削ったり、勾配を直したり、場合によってはトンネル

を掘ることもあるでしょう。しかし、混雑時の交通緩和から必要がないという判断でやめ

たのか、それとも、それから先は調整区域だし、山も多いし、谷もあり、お金もかかるか

らやめたということですか。 

 

●総合交通計画部長 まず、１点目のＢ区間についての地元からの要請でございます。地

域から平成１４年度に受けた要望の中では、全体的に石山地区の中を抜けて国道に抜ける

バイパスをつくっていただきたいという要請でございましたので、全体的な要請と捉えて

おります。 

 そして、支笏湖へ抜ける道路の関係でございます。南部の交通対策の中では必要な道路

として検討を行いましたが、ご質問にあったように山坂が非常に急で、トンネルも必要か
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という道路構造であり、莫大な事業費がかかるため、検討が一旦とまった状況でございま

す。 

 

●松浦委員 支笏湖へ抜ける道路の整備は、どの程度を莫大というのか、私には見当がつ

かないのです。およその試算はしたのですか。その上で、これだけのお金がかかるから、

ここは見送るという判断をしたのですか。 

 

●総合交通計画部長 当時の資料を見ますと、事業費を出すところまで検討はやっており

ませんでした。舌足らずなところはありましたけれども、トンネルをつくるとしたら非常

に事業費がかかるので、そこで検討がとまったということです。 

 

●松浦委員 私が地元の皆さんから聞いているのは、支笏湖まで延ばしてほしいという意

見が強いのです。事業費を概算でも出して、札幌市全体の中で道路網を整備することは都

市計画では最も大事なことです。そういう道路網の整備でほかの政策よりもここが下位に

なるから、ここは後にするというような、都市計画を立てる上で一つの具体の数字の提示

があり、その中でこういうことが見送られていくということならば、都市計画審議委員と

してなるほどと納得するのです。しかし、数字が出ないで、言葉でトンネルも掘るし、谷

も少し埋めるし、お金がかかるからやめておく、といことでは、札幌市の都市計画上いた

だけないのです。 

 だから、次回までに、そういう数字をきちんと出していただき、その上で延長の必要が

なかったのかどうかを判断しなければなりません。これは、単に中間まで道路をつくるこ

との善し悪しだけではなく、交通網は、その先の通行量の多いところ、あるいは、そこへ

行きたいという人が多い場合に、どういうふうに容易に通ってもらえるかが道路整備の基

本でありますので、そういうことを判断する材料が出なければ、ここまでの整備で良いか

悪いかの判断もできないのです。 

 したがって、そういう資料を改めて出してください。 

 

●高野職務代理者 延長部分も含めて、交通量などについては、お持ちの資料を全て出し

ていただくということです。これは、今の松浦委員のご指摘の路線以外についても、将来

の交通量は一つも出ておりませんので、次回出していただくようにお願いしたいと思いま

す。 

 

●森田委員 アンケートと説明会についてです。 

 地域アンケートの結果のスライドを出していただけますか。 

 防災上が１位になっておりまして、ここに大変注目するのです。この計画の中で一番大

事なのは、防災上のことで、これをしっかり計画していかないと、これからのまちづくり
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は厳しくなるのです。 

 なぜかというと、交通量が増えることが心配だということにもかかってきます。高齢化

で人が減るけれども、そこには人が住んでいますので、防災は必ずついて回ります。これ

は、これからのまちづくりの基本的な考えだと思うのです。 

 説明会で具体的に安全の話をなさったと思いますけれども、アンケートの結果を踏まえ

て今後の防災計画を話せる範囲で結構ですから、お願いいたします。それから、説明会に

おいての安全計画についての説明内容をわかる範囲でご説明をお願いいたします。 

 

●総合交通計画部長 特に、先ほど説明いたしましたように、Ａ区間は国道に抜ける道路

がないということで、地域では、特に防災のときに一つの通りに集まって国道に出てきま

すと非常に混乱いたします。最近では、車で避難される方も非常に多く、国道で何かがあ

ると、例えば、地震があったとき、国道が寸断されて逃げ道がなくなった場合、新たな道

路をつくればその道路から逃げられるという防災上の計画に対しまして、地域の説明会で

説明いたしましたら、ご理解を得たところでございます。 

 Ｂ区間については、先ほど言いましたように、現道がございますので、そこを使って避

難するということでございます。 

 

●森田委員 教育委員会からお願いいたします。 

 小学校と中学校の先は、私も何回も行っているのですが、道路が狭いのです。子どもた

ちの安全・安心を考えると、都市計画に沿って教育委員会も学校側と打ち合わせをして、

子どもたちの避難をしっかり誘導する計画を改めてお願いいたします。教育内容までは言

いませんので、あくまで都市計画に沿った安全・安心について、教育委員会のご見解をお

願いいたします。 

 

●学校施設担当部長 災害があった場合の子どもたちの安全についてでございます。 

 学校では、当然、定期的に避難訓練等をしておりまして、子どもたちがどういう状況で

避難するかについては周知されているかと思います。これは、一回やったからいいという

ものではなく、毎年度、着実に児童生徒たちに教え込んでいくことになろうかと思います。

そういう意味では、各学校において、今後ともきちんと徹底していきたいと考えてござい

ます。 

 

●高野職務代理者 今の避難訓練は、想定災害はどういうことでしょうか。 

 

●学校施設担当部長 一般に想定されておりますのは、地震や火災が発生した場合です。

水害については、余り想定していないのではないかと思っております。 
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●森田委員 ただ、法面が学校のところにあるのです。ですから、水害を含めてどんなこ

とも想定してやっていかなければならないのです。そういうことも、ある程度は考慮して、

計画をお願いいたします。 

 

●学校施設担当部長 参考にさせていただきます。 

 

●堀内委員 災害訓練について、私は小学校の非常勤の職員でして、明日も１時間目から

教室に入るのです。実際には、地震、火災についての避難訓練はやっていますけれども、

水害については今のところはやっていないようです。 

 

●足立委員 先ほど、松浦委員からもいろいろとお話がございましたけれども、道路計画

の内容の地域アンケートで３％程度の差でＢ区間が「必要ない」、代替路線があるという

ことで、ここについては新たに整備することはやめたというご説明ですが、私にはどうも

納得できないのです。 

 先ほど、どこかに図がありましたが、このアンケートは全体としてとられているわけで

す。例えば、Ｂ区間を挟んで、川の上の地区と下の地区では結論が当然違うでしょうし、

現状として、Ｂ路線の途中まで１２ｍないしは１６ｍの道路が整備されているのです。そ

れがかなり細い路線につながっている状況になっているわけです。しかし、橋を渡らなけ

ればなりませんし、距離的にもかなり長くなるということから考えますと、単純に、市民

の皆さんからの要望があるかないか、アンケートで３％ぐらいの差があることで放棄する

というのは、市民としてはいささか納得できないのです。これだけの計画をお立てになっ

たにもかかわらず、ここでこれをやめる理由としては、もう少し納得できるものをいただ

けないかと思うのです。 

 確かに、市民アンケートでは反対が多く、「必要ない」という回答が多かったことは理

解しましたけれども、それだけで当初にお立てになった計画をすぐにやめますということ

にはならないのではないかと思うのです。ましてや、直線で迂回路が設定できるのならわ

かるのですけれども、橋を渡ることになるのです。こういう条件を考えますと、どう考え

ても、ご説明に納得できないのが正直なところですが、いかがでしょうか。 

 

●高野職務代理者 これについては、先ほども同じご質問がありまして、事務局からお答

えがあったわけですけれども、それ以上に何かお答えがあればお聞きしますし、もしなけ

れば、今のご要望に対して、次回までにきちんと用意していただくことにしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

●総合交通計画部長 若干補足させていただきたいと思います。 

 アンケート結果の３％だけで決めたわけではございませんので、そこはご理解をいただ
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きたいと思います。平成１５年度から地域と勉強会、パネル展、意見交換などをいたしま

したし、通信も発行いたしまして、この地域における道路整備の必要性や地域のご意見な

どを十分に重ねまして、つくってきたものでございます。我々としても、理想形は全てを

整備することですが、地域のご理解のもとで地域の利便性をどのように確保するかという

観点で総合的に判断したものでございます。さらに、地域の方々との意見交換を行いまし

て、特に、Ｂ区間に住まわれている町内の皆様にとっては、橋を渡ることもありますけれ

ども、１６ｍ幅の道路を新たに整備するのではなく、今までの道路で何とかできるので、

そのままで行きたいというご意見を直接いただいておりますので、そういうご意見を踏ま

えてこういう形にしました。 

 ただし、今後、Ａ区間とＣ区間の整備を行っていきますが、その道路整備を行うことに

よって、地域の利便性が確保され、冬も安定的な通行を確保できることが実感でき、地域

と話し合いをすることによって、今回できなかった区間についても検討していく余地はあ

ると思っております。 

 

●足立委員 ご説明的には、そういうことだろうとは思っております。しかし、現状の道

路を使うということでは、先ほど申し上げましたように、橋が１カ所あり、クランクで曲

がらなければならないところが２カ所あるわけです。どう考えても、真っすぐ行くほうが

いいのです。むやみやたらに道路をつくってほしいとは思わないのですけれども、アンケ

ート、地域との打ち合わせだけで、だからこうなのだということでは、当初に何でこうい

う計画をおつくりになったのかとなるのです。やはり、必要だと思われたからおつくりに

なったと思うのです。それが、こういう形で、即、放棄になってしまうのかという疑問が

あるのです。 

 ましてや、一直線で結ばれている路線が代替としてあるのであれば納得できるのですが、

２カ所の右折、左折を繰り返して、橋を渡るということです。先ほどの災害のお話も出ま

したけれども、橋は一つの弱点箇所となってくるのです。そういう観点のお話が全くなく、

これでやめるのだということにはならないのではないかと思います。 

 その辺につきましては、地域の住民の方からのご意見があるのであれば、もう少し詳細

に明示いただいて、だからこうなのだ、あるいは、交通量の問題から、この橋が決してネ

ックにはならない、クリティカルな状況ではないのだということをご説明いただければ納

得できるのではないかと思いますので、その辺をひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 

●長内委員 今のやりとりを聞いていまして、私からも改めて申し上げたいと思います。 

 アンケートは、一つの参考でしかないと思うのです。地域の方たちのご意見は参考にす

べき重要なものの一つであることは間違いないと思うのです。しかし、逆に言うと、反対

が９割いたとしても、必要であるものはやらなければならないものも出てくるわけです。

ですから、予算に向けての「判断」、都市計画に向けての「判断」、「判断」の問題だと
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思います。 

 ですから、アンケートが拮抗しながらやや上回ったことを理由にして理解が得られた、

得られないということを書くこと自体がナンセンスであると思います。ましてや、アンケ

ートをとられたのも幅広くというわけではなく、地域の方の一部だと思うのです。これは、

市の税金を使って行うものでありますから、市民全体の考え方が反映されなければなりま

せんし、最終的な判断の中には、費用対効果や優先順位、また、今はできなくても将来は

やっていかなければならないなどの判断のもとで決定されていかなければおかしいと申し

上げたいと思います。 

 

●高野職務代理者 ありがとうございます。 

 今、ご意見がありましたように、ただいまのご説明だけでは妥当なものであるかどうか

の判断はしにくいかと思います。費用対効果の話がありましたし、アンケートの地区別の

状況などでも違うのではないかというご指摘が足立委員からございました。そういう意味

で、我々が判断するのに十分な材料を今のご議論を踏まえて提供いただきたいということ

でございます。 

 今まで、そういった議論が出ておりますが、もし不足のご意見があればお願いいたしま

す。 

 

●小倉委員 追加ということでしたので、一言申し上げます。 

 先ほど来、アンケートの数字のことが言われておりまして、私も大変気になるところで

す。次回に向けて、詳細な内容を示していただくということでありますけれども、私がま

だ知らないころから始まっているもので、アンケートも複数回とられていることがありま

す。また、最終アンケートに至った市民や地域の方々の考え方の推移がアンケートで全て

がわかるわけではありませんが、大変強い要望があったので、こうしたことが始まったの

だと思いますから、札幌市がこうして判断することにまとまった経緯がわかる形で整理し

ていただくとありがたいと思っています。 

 よろしくお願いいたします。 

 

●高野職務代理者 それでは、事務局ではよろしくお願いいたします。 

 次回に向けての追加資料等について、ほかにございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●高野職務代理者 ありがとうございました。 

 それでは、石山地区関連については、以上とさせていただきます。 

 

〔職務代理者は所定の席を退き、会長は所定の席に着く〕 
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●亘理会長 それでは、議長を交代させていただきます。 

 私は、今から参加ということでありまして、午前中から議論に参加されている委員の皆

様は大変お疲れかと思いますけれども、最終の案件が終わるまで、何とぞご協力をよろし

くお願い申し上げます。 

 それでは、異例の対応ということで申しわけありませんけれども、事前説明案件がまだ

１件残っておりますが、それは後回しにさせていただきたいと思います。諮問案件を最初

にご審議いただきたいので、そちらから先にご審議いただきたいと思っております。 

 

    ◎西茨戸６条１丁目地区関連について 

●亘理会長 それでは、西茨戸６条１丁目地区関連に係る議案第１号から第３号について、

ご審議いただきたいと思います。 

 それでは、担当の職員の方からご説明をお願いいたします。 

 

●都市計画課長 都市計画課長の米田でございます。 

 それでは、議案第１号から第３号の札幌圏都市計画用途地域、特別用途地区及び高度地

区の変更についてご説明いたします。 

 本案件は、前回９月１０日に開催されました都市計画審議会で事前説明いたしました案

件でございます。説明事項といたしましては、スクリーンにお示ししておりますが、この

順に説明してまいりたいと存じます。 

 お手元に資料を配付しておりますが、説明はスクリーンで行いますので、前方をご覧く

ださい。 

 初めに、今回の変更箇所ですが、札幌中心部から北側に約１０km離れた北区西茨戸に位

置しております。 

 こちらが拡大図でございますが、現在、事業中であります都市計画道路「屯田・茨戸通」

の沿道部が変更の範囲となっています。 

 まず、都市計画道路「屯田・茨戸通」の概要についてご説明いたします。 

 図に示しますとおり、「屯田・茨戸通」は、主要道道「札幌北広島環状線」の一部でご

ざいます。この主要道道「札幌北広島環状線」は、宮の沢の「国道５号」を起点とし、北

区屯田・茨戸地区、あいの里地区、東区中沼地区などを経由して、豊平川を横断し、江別

市、北広島市、恵庭市に至る道央圏の主要な幹線道路でございます。 

 こちらは、当該道路の札幌市内部分の拡大図になります。図に青く示している区間は整

備済みで、札幌市内においては赤く示している「屯田・茨戸通」と緑色になっている江別

市との境界にある豊平川をまたぐ区間が未整備となっています。「屯田・茨戸通」そのも

のの都市計画決定につきましては、平成１８年２月に、本審議会において諮問し、同意を

いただき、平成１８年３月３１日に決定しております。 

 都市計画決定に当たっては、本市の環境影響評価審議会においても審議をされた道路で
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ございます。また、地元説明会もこれまで７回開催しており、道路整備について関係住民

のご理解をいただきながら、現在、事業が進められているところであります。 

 標準断面図を表示しておりますが、車線数は４、総幅員幅は３３ｍとして都市計画決定

されております。事業の実施計画についてですが、「屯田・茨戸通」は、延長が約４．５

kmと長いことから、三つの工区に分割して整備を行うこととして、今回の用途地域等の変

更箇所を含む延長約１．５kmの西茨戸工区から整備を進めております。前年度に知事の事

業認可を受け、現在、用地買収を開始したところであります。この西茨戸工区の完成は平

成３３年度、３工区全ての完成は平成３７年度を予定しているところであります。 

 次に、現地の状況を写真でご説明させていただきます。 

 赤い線が今回の変更区域になります。 

 こちらは、南西側から見た写真です。写真に示している赤い線を用途地域等の変更区域

の境界としております。 

 次は、道路整備が予定されている部分を撮った写真でございます。２本の線の間に新た

に道路が整備されるものでございます。 

 次は、創成川にかかる「茨戸耕北橋」からの写真となります。道路の中心を変更区域の

境界としております。 

 それでは、議案第１号の用途地域の変更から順に説明いたします。 

 まず、変更を行う理由についてでございます。 

 用途地域等の土地利用のルールの変更については、おおむね６年ごとに定期的に行う全

市見直しの際に実施することを原則としております。全市見直しは、最近では平成２４年

８月に実施したところでございます。これによらず見直す場合としては、「都市基盤施設

の整備などにより、土地利用条件が整備された場合」や、「地域まちづくりの進展等によ

り、土地利用誘導の目標の明確化が図られた場合」などがございます。今回の変更は、都

市基盤施設として、新規に主要な幹線道路を整備することによりまして、用途地域等の変

更を行うものであります。 

 変更箇所は、現在、第一種低層住居専用地域となっていて、主に戸建て住宅を主体とし

た土地利用以外は制限される地域となっています。今回の変更では、西側のオレンジ色の

範囲を準住居地域に、東側の黄色の範囲を第一種住居地域に変更するものであります。 

 まず、準住居地域についてですが、道路整備に合わせ、幹線道路沿道にふさわしい土地

利用として商業業務機能を誘導することを目的として定めているものでございます。「屯

田・茨戸通」と接続する東側の「茨戸・福移通」についても、図にお示ししているとおり、

同じ準住居地域に指定しており、今回の変更箇所につきましても、同じ路線であること、

また、全市的な指定の考え方に基づき、準住居地域に変更を行うものであります。 

 次に、第一種住居地域ですが、この区間の道路については、創成川にかかる橋に向かっ

て上っていく構造になっております。図にお示ししますように、民地側との高低差ができ

るため、副道を設ける構造としております。幹線道路の沿道であっても、本線と直接出入
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りができないような場所については、全市的な指定の考え方に基づき、第一種住居地域に

指定することとしています。 

 変更の範囲は道路の幅員に応じて決めることとしておりますが、本計画の場合には、道

路の中心から６０ｍの範囲を基本としております。ただし、明瞭な境界として道路などが

近傍にある場合には、その道路の中心を境界としております。用途地域の変更に合わせて、

容積率は８０％から２００％に、建ぺい率は４０％から６０％に変更となります。また、

建てられる建物の種類についての制限も変わります。店舗などについては、店舗に供する

部分の面積が第一種住居地域では３，０００㎡、準住居地域では１万㎡まで建築可能とな

ります。そのほか、画面に示すとおり、事務所や病院なども建てられるようになります。 

 次に、議案第２号の特別用途地区の変更についてでございます。 

 第一種低層住居専用地域の建ぺい率が４０％の地域については、「戸建住環境保全地区」

をあわせて定めております。図に示す緑色がその区域です。これは、平成１８年の用途地

域全市見直しにおいて、容積率が６０％だった地域における住宅の容積率を８０％とする

ため、容積率６０％の第一種低層住居専用地域をいったん一律に８０％まで緩和し、住宅

以外については、引き続き６０％のままとするため、この特別用途地区を指定したもので

ございます。今回、用途地域が第一種低層住居専用地域から準住居地域及び第一種住居地

域に変更することに伴い、当該区域の特別用途地区については「指定なし」に変更するも

のでございます。 

 最後に、議案第３号の高度地区の変更についてでございます。 

 こちらも用途地域の変更に伴う変更になります。 

 第一種低層住居専用地域に合わせ「北側斜線高度地区」を指定していますが、用途地域

の変更に合わせて濃い緑色の範囲を「１８ｍ高度地区」、斜線の範囲を「１８ｍ北側斜線

高度地区」に変更するものでございます。 

 「１８ｍ北側斜線高度地区」について補足説明いたしますと、北側に第一種低層住居専

用地域が背割りで民地同士が接している区域において、１８ｍの高さ制限に加えて、斜線

型の制限も行い、北側の住宅地に対して日照などの配慮をするものであります。平面的な

激変を緩和する、いわば緩衝区間と考えていただければと思います。 

 以上が、今回変更を予定しております用途地域、特別用途地区、高度地区の変更概要で

ございます。 

 次に、１０月７日から２週間行った縦覧に基づき提出された意見書について説明いたし

ます。 

 意見書を提出された方は、事前説明の際にも報告させていただいた方で、準住居地域に

変更となる区域に住んでいる方でございます。この意見書は、関係資料として配付させて

いただいておりますが、変更を望まない理由といたしましては、これまで建築ができなか

った店舗、事務所、ホテル、旅館、遊戯・風俗施設、公共施設、病院、学校等、工場倉庫

等が建築可能となることが不服であり、札幌市の都合で用途地域の変更を行うのはおかし
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いというご意見でございます。なお、パチンコやマージャン店などの遊戯・風俗施設は、

建築基準法に基づく制限はありませんが、北海道条例により、制限対象となっております。 

 二つ目としては、固定資産税の増税についても微々たるものではあるが、長い年月では

負担となるということでございます。土地の固定資産税につきましては、容積率が変更に

なる点においては、２％ほど上昇することとなりますが、このほか、さまざまな要素によ

って価格が決まることをご本人に説明しております。 

 三つ目に、括弧書きの部分になりますが、最初の説明が町内会回覧板による紙面上だけ

であったということでございます。周知方法につきましては、変更する区域内につきまし

ては回覧板により関係者全てに周知ができ、こちらの連絡先等も記載し、問い合わせに対

して個別に対応させていただく体制をとらせていただくこととし、それにつきましては、

当地区の町内会長とも相談して決めているものでございます。 

 最後に、本市といたしましては、用途地域等は全市的な観点から定めるもので、本件の

場合も、当初の変更案どおり、都市計画審議会にて諮問させていただいたものでございま

す。 

 なお、今後の予定ですが、本審議会にて同意が得られましたら、１２月上旬に告示する

予定となってございます。 

 以上で、議案第１号から第３号の変更案につきまして説明を終わります。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご意見やご質問などを頂戴した

いと思いますが、いかがでしょうか。 

 道路建設に伴う用途地域の変更などですが、いかがでしょうか。 

 

●坂本委員 縦覧に基づく意見書についてです。 

 １件の申し立てがあったというご報告がございました。ご本人にも直接ご説明をしたと

いうことですけれども、事務局として、意見書を出された方へ報告をした後の対応、考え

方の変更などがあったのかどうか、この点について確認させていただきたいと思います。 

 

●都市計画課長 ご本人に対しては、四、五回、直接お話をさせていただいております。

その中で、札幌市の考え方を一通りご説明させていただき、それについては十分にご理解

をいただいたと認識しておりますが、その上で反対ということです。ご本人は意見書を出

させていただきたいということでございますが、全市的な観点から指定することに鑑みて、

大変恐縮ではございますが、法的な手続をとらせていただいた後は、全市的なルールに従

った土地利用規制を適用させていただきたい旨もあわせてお伝えいたしまして、札幌市の

考え方は理解していただいた上で、本人としては反対だということであります。 

 なお、町内会の会長や役員会にも諮っていただき、特にご意見がないことを考えますと、
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この１名以外の方にはおおむね受け入れていただいているのかと考えております。全市的

な観点でご判断をいただきたいということと、指定が終わった暁には手続に進むことにな

ります。 

 

●坂本委員 札幌市の考え方については、私も理解をしております。先ほども、石山の件

でアンケート調査をもとに粘り強い勉強会、住民との取り組みがあった後に計画変更とい

うこともありました。不服申し立てが１件だからといっておおむねの理解が得られた、あ

るいは、拮抗しているから断念するというのは違うのかと思うのです。 

 お１人の申し立てではありますけれども、意見書を出すという行為についても認められ

た市民の権利でありますし、そこのところを審議会の皆さんで十分に議論していただきた

いという感想でございます。 

 

●亘理会長 ご意見ということですね。市としては、なるべくご理解をいただけるように

対応していただくようにお願いいたします。 

 ほかにご意見やご質問などがございましたら、いかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 特にないようでしたら、採決に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、西茨戸６条１丁目地区関連に係る議案第１号から第３号につきま

して、賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

●亘理会長 どうもありがとうございました。 

 全員賛成と認めます。 

 よって、本案について当審議会として同意することといたします。 

 

    ◎南２西３南西地区関連について 

●亘理会長 それでは、南２西３南西地区関連に係る議案第４号から第７号につきまして

ご審議いただきたいと思います。 

 関係職員の入れ替えが終わりましたら、ご説明をお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 都市局事業推進部長の齋藤です。 

 諮問案件グループ分け②の南２西３南西地区関連について、議案第４号から第７号を一

括で説明いたします。 

 前方のスクリーンをご覧ください。 

 まず、地区及び事業の概要について説明いたします。 

 南２西３南西地区は、四番街商店街と狸小路商店街との交差部に位置し、面積約０．６
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haの区域です。また、地下鉄では、大通駅とすすきの駅、路面電車では、西４丁目停留所

とすすきの停留所のほぼ中間に位置するとともに、それらを結ぶ地下街ポールタウンに直

結するなど、すぐれた交通利便性を有しております。そして、平成２７年には、路面電車

のループ化に伴う新たな停留所の設置が当地区付近に予定されております。 

 次に、計画地の現況について説明いたします。 

 ただいま表示しているのは、計画地を撮影した写真です。 

 計画地内には、７棟の建物が建っており、うち、６棟が商業系、１棟が業務系の建物と

なっています。これら建物の多くは、築５０年近くを経過しており、老朽化が進んだ状態

となっています。また、札幌駅前通及び南２条線の歩道上には多くの駐輪が見られます。 

 続いて、こちらは、地下街の写真です。 

 現在、地区内には、地下街から「サンデパートビル及び札幌駅前通の歩道上につながる

出入り口」と「狸小路につながる出入り口」の二つの出入り口があります。 

 次に、関連する上位計画について説明いたします。 

 上位計画につきましては、都心のまちづくりに関するものとして、「都心まちづくり計

画」と「都心まちづくり戦略」があり、当地区については、商業と多様な都心居住を主体

とする複合機能を有する市街地の形成や交流空間ネットワークの形成、界わい空間の形成

などが目標として掲げられています。 

 また、再開発に関するものとして「都市再開発方針」があり、当地区を「特に一体的か

つ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区」として位置づけられております。さらに、

都市再生に関するものとして「都市再生緊急整備地域」、「特定都市再生緊急整備地域」

があり、路面電車の延伸と一体となった都市開発による商業、業務、交流機能の充実強化

やオープンスペースのネットワーク化が整備の方針として定められています。これら上位

計画の内容や立地特性などを踏まえ、今回の再開発事業の整備方針として、「複合機能の

導入と都市機能の更新」、「拠点的な交流空間の形成」、「重層的な歩行者空間ネットワ

ークの形成」、「交通環境の改善」の４点を定めています。 

 続きまして、事業の概要について説明させていただきます。 

 まず、施設建築物の概要についてですが、現在の想定では、敷地面積約３，７００㎡、

建築面積約３，５００㎡、延べ面積約４万４，０００㎡、容積率約９５０％、地上２９階、

地下３階、最高高さ約１２２ｍとなっています。前回の都市計画審議会における防災や環

境の観点からのご意見などを踏まえ、機械室の見直しを行った結果、建築面積及び延べ面

積を変更しています。ただし、容積対象面積の変更はありません。 

 駐車台数は、住宅用約６０台、荷さばき用約５台、商業業務用約１２０台となっており、

このうち、商業業務用については、敷地外の駐車場を利用する計画です。駐輪台数は、住

宅用１６０台、商業業務用約９０台、公共駐輪場約１，０００台となっています。 

 右側のパースは、施設建築物の外観イメージです。 

 ここからは、先ほど説明しました整備方針の内容に沿って、施設建築物の具体的な整備
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内容について説明いたします。 

 初めに、「複合機能の導入と都市機能の更新」についてです。 

 この断面図は、施設建築物を南側から見たものです。 

 建物用途は、商業、業務、共同住宅、公共駐輪場などで構成され、各用途の面積につい

てはご覧のとおりで、住宅戸数は約１３０戸となっております。建物は、大きく低層棟と

高層棟に分かれており、低層棟については、都心の商業地という立地特性を踏まえ、集客

力の高い商業施設を配置し、にぎわいの創出を図ります。一方、高層棟は、共同住宅で構

成され、低層棟からセットバックすることで、通りから見たときの圧迫感の低減を図りま

す。 

 続いて、整備方針の二つ目の「拠点的な交流空間の形成」についてです。 

 当事業では、札幌駅前通と狸小路に面した地上部分に多目的空間として広場を設けると

ともに、地下のポールタウンに隣接した部分にも広場を設けます。地下広場には、吹き抜

けを設け、地上広場と一体的に整備することで地上と地下の一体的な活用による、にぎわ

いの創出を図ります。また、屋上部分を緑豊かな広場として市民に一般開放し、にぎわい

や憩いの場を創出します。また、広場整備のほか、建物の周囲には歩道沿い空地を整備し

ます。 

 まず、黄色で示しています札幌駅前通側については、１階壁面を２階よりも約４ｍ程度

後退させ、雁木空間として整備します。そのうち、約１ｍについては、歩道と一体となっ

た空間とすることで快適な歩行空間を確保します。また、残りの３ｍ部分については、通

行人、施設利用者のたまり空間として、そして、路面電車利用者の待ち合い空間として整

備し、通りのにぎわい創出を図ります。 

 一方、図に青色で示しています南２条線側は、壁面を約２ｍ程度後退させ、そのうち約

１ｍについては、歩道と一体となった整備により、快適な歩行者空間を確保します。また、

残りの約１ｍについては、緑地帯を設けることにより、当地区内の車両出入り口での安全

性の向上と潤いの創出を図ります。 

 次に、整備方針の三つ目の「重層的な歩行者空間ネットワークの形成」についてです。 

 当事業において、地下街出入り口を再開発ビル内に取り込むことにより、地下街と四番

街商店街、狸小路商店街をつなぐ利便性の高いアクセスルートを確保するとともに、地上

と地下を一体的に整備することで人の流れを誘導し、地上と地下の回遊性の向上を図りま

す。また、地下街とのアクセス性のよい場所にエレベーターを設置し、高齢者や障がい者

などの安全かつ円滑なアクセスルートを確保します。 

 次に、整備方針の四つ目の「交通環境の改善」についてです。 

 現在、狸小路に設置されている地下街の出入り口を撤去し、その機能を敷地内に取り込

むことにより、狸小路の歩行環境の改善を図ります。また、地区周辺の路上駐輪を解消す

るため、収容台数約１，０００台の公共駐輪場を整備します。このほか、当再開発事業で

は、地下街からの要請を受け、再開発ビル内に地下街の荷さばき施設を設けるとともに、
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地下街までの搬出入ルートを確保します。これにより、地下街への円滑な荷物の搬出入が

可能になります。 

 以上が整備方針の実現等に向けた具体的な内容になります。 

 続いて、再開発事業を実施するに当たり必要となる四つの都市計画の内容について説明

いたします。 

 初めに、議案第６号の第１種市街地再開発事業の決定について説明いたします。 

 市街地再開発事業は、これまで説明してきたとおり、上位計画に沿った公共性の高い事

業であり、これを円滑に進めるため、都市計画事業として決定します。 

 まず、施行区域は、図の赤枠に示した約０．６haの区域となります。施設建築物につい

ては、スクリーンに表示のとおり、計画の内容に沿って建築面積や延べ面積、容積率など

を定めます。また、敷地面積に対し約２０％の公開空地を確保いたします。 

 以上が第１種市街地再開発事業の案でございます。 

 次に、議案第４号の都市再生特別地区の変更について説明いたします。 

 地区の名称は、南２西３南西地区、区域は再開発事業の施行区域と同じ赤枠の部分とし、

面積は約０．６haです。容積率の最高限度については、都市再生の取り組みを総合的に評

価して、現行の８００％から１５０％緩和し、９５０％とします。また、区域内の高度利

用を図るため、容積率の最低限度を３００％、建ぺい率の最高限度を８０％、建物面積の

最低限度を３００㎡に定めます。 

 次に、高さの最高限度ですが、高層棟の最高高さを１２２ｍ、札幌駅前通側の低層棟の

部分を３６ｍとし、それ以外の部分につきましてもスクリーンに表示のとおりといたしま

す。また、壁面の位置の制限につきましても、南２条線沿いの青色に塗られている部分は

上空を含めて２ｍ後退することとし、札幌駅前通沿いの赤色に塗られている部分は地盤面

からの高さが５ｍ以下の部分をスクリーンにお示ししている数値のとおりに後退し、雁木

空間とします。 

 続きまして、議案第７号の地区計画の決定について説明いたします。 

 地区の名称は、「南２西３南西地区地区計画」、区域は、ほかと同様に赤枠の部分とし、

面積は０．６haです。地区整備計画の内容として、まず、地区施設でございますが、札幌

駅前通と狸小路の交差部の地上広場、地下のポールタウンに隣接した地下広場及び屋上広

場を広場、札幌駅前通、南２条線に沿った部分を歩道沿い空地として位置づけます。建築

物の用途の制限については、地区にふさわしい都市機能の集積を図るため、風俗店舗を建

築できないものとします。また、良質な景観形成を図るため、建築物等の形態または意匠

の制限を定めることとします。 

 続きまして、議案第５号の都市計画道路の変更について説明いたします。 

 変更の内容は、地下街ポールタウンの札幌駅前通地下歩道の出入り口の位置、形状の変

更です。今回、変更対象となる出入り口は、南２西３南西地区内における建物内の出入り

口と狸小路との出入り口です。画面に水色で示しました敷地で再開発ビルが建築予定であ
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り、その中でこの２カ所の出入り口について変更するものです。 

 次に、位置と形状の変更について説明いたします。 

 左側の黄色の部分が現状の都市計画区域です。建替えに伴い、右側の図のように、赤色

で示した形状に変更いたします。現在、建物内へ通じております階段は、再開発ビルのレ

イアウトの関係により廃止し、歩道へ通じる階段は現状のままとします。狸小路へ向かう

階段、エスカレーターは撤去され、地上へ直接通じる階段を再開発ビル内に取り込み、エ

レベーター、エスカレーターがあわせて設置されます。これにより、地上部の歩行空間が

拡大することに加え、地上と地下の移動がバリアフリー化され、利便性が向上いたします。 

 以上が都市計画道路の変更案になります。 

 なお、これらの都市計画案について、１０月７日から２１日まで縦覧を行いましたが、

意見書の提出はありませんでした。 

 ここからは、前回保留となっております質問の回答として、補足説明をさせていただき

ます。 

 スクリーンには、補足説明の内容について示しております。 

 全部で大きく５項目ございます。 

 初めに、防災対策について、ご質問のありました上位計画等における位置づけと浸水対

策などの具体的な内容について説明いたします。 

 防災に関しては、当地区を含む特定都市再生緊急整備地域の整備目標として、都心にお

いて都市機能の集積、高度化、都市空間、エネルギー等のネットワーク形成により、災害

にも強い市街地を形成することが掲げられております。また、現在、国や市、開発事業者

などで構成される都市再生緊急整備地域の協議会において、大規模な地震が発生した場合

の滞在者等の安全の確保を図るため、退避経路、退避施設、備蓄倉庫等の整備に関する事

項を主な内容とする都市再生安全確保計画の策定に向けた協議、調整が進められておりま

す。当事業においても、これら上位計画との整合を図りながら、必要な防災対策を検討し

ているところでございます。 

 続いて、現在、想定している具体的な防災対策の内容について説明いたします。 

 当地区は、最も浸水の被害が大きいと予想される豊平川氾濫時において、河川管理者で

ある北海道開発局が実施した被害想定では、０．５ｍ未満の浸水が想定されています。こ

のため、本計画では、地下街や施設内への浸水対策として地下街へ至るエレベーターやエ

スカレーター、ビルへの出入り口に高さ０．５ｍから１ｍ程度の止水板を設置します。ま

た、地震対策として、耐震構造または制振構造を採用し、震度６強の大地震時でも高い安

全性を確保するとともに、停電対策として、住宅、商業業務施設ごとに非常用発電機を設

置し、被災時の避難安全性を確保します。その他、地区内の居住者用の備蓄倉庫の設置や

地下街との連絡体制を構築するなど、防災性の向上に努めます。 

 次に、附置義務駐車場を敷地外に設ける、いわゆる隔地駐車場の制度上の取り扱い等に

ついて説明いたします。 
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 本計画では、大規模小売店舗立地法や札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する

条例などに基づき、用途ごとに必要とされる駐車台数を確保することとし、商業業務用約

１２０台、共同住宅用約６０台、荷さばき用約５台を設けます。このうち、商業業務用に

ついては敷地外に設けることとし、南２西２街区に設置されている既存駐車場を隔地駐車

場として利用する計画です。 

 この隔地駐車場について、条例では、昭和４０年の制定当初より、建築物の構造や敷地

の状態により、市長が特にやむを得ないと認める場合で、かつ、計画建築物の敷地からお

おむね２００ｍ以内の場所に設置する場合には、隔地駐車場の設置が認められています。

この市長が特にやむを得ないと認める場合については、条例及び同条例施行規則の手引に

おいて具体的な要件が定められており、大規模建築物で地域の混雑、危険の解消など、公

共性に寄与する計画である場合や、駐車場整備地区内にあり、隔地駐車場が１カ所である

場合など、九つの条件のいずれかに該当する必要があります。なお、この駐車場整備地区

内の要件については、平成２４年に策定された札幌市総合交通計画における駐車場施策の

考え方を踏まえ、本年５月に新たに要件として追加されたものです。 

 本計画については、歩道沿い空地や地上と地下の円滑な動線の確保、公共駐輪場や地下

街荷さばき場の整備など、地域の交通環境の改善に寄与する計画となっていること、また、

隔地駐車場を確保することで、敷地内に駐車場を確保する場合に比べて、「南２条線」の

交通負荷の緩和や施設周辺における安全性の向上が図られること、さらに、駐車場整備地

区内であることから設置要件に該当するものです。また、隔地駐車場の利用を担保するた

め、隔地駐車場の所有権または管理権を有すること、もしくは、５年以上の賃貸借契約を

設定することが求められています。本計画では、南２条西２丁目の駐車場の所有者と５年

以上の長期契約を締結し、再開発ビルの専用駐車場として利用する予定です。 

 なお、前回の事前説明の際に、大規模小売店舗立地法上の駐車場の取り扱いについてご

質問があり、駐車場が一時的に利用できなくなった場合についても、変更手続等が必要に

なる旨の回答をいたしましたが、確認したところ、災害等により一時的に利用できない場

合については変更手続を要しないこととなっております。 

 この場を借りて、訂正させていただきます。 

 次に、都心部における放置自転車対策について説明いたします。 

 現在、本市では、放置自転車対策として、札幌駅周辺が条例に基づく自転車の放置禁止

区域に指定されており、放置自転車の即時撤去が可能となっております。一方、大通周辺

地区については、地区内の駐輪容量が十分ではないため、放置禁止区域に指定されておら

ず、歩道上に多くの自転車が放置されている状況です。このため、今後、今回の再開発事

業のほか、北１西１地区の再開発事業などにより駐輪場を確保し、順調に進めば、平成３

１年ころには国道３６号あたりまで放置禁止区域の指定が可能になるのではないかと考え

ております。 

 なお、事前説明の際にご質問のありました公共駐輪場の取得費については、現在、まさ
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に準備組合において保留床の処分計画を検討しているところであり、回答できる段階では

ありませんので、ご理解いただきたいと思います。 

 

●地域計画課長 市民まちづくり局地域計画課長の村瀬です。 

 次に、四番街のまちづくりについてご説明いたします。 

 近年、四番街を含む大通地区におきましては、商業売り上げや歩行者交通量の減少、建

物の老朽化などの問題を抱えていることから、四番街においては、「札幌四番街商店街振

興組合」を母体とする「四番街商店街まちづくり委員会」が平成２０年に発足し、まちづ

くりのあり方について議論しております。また、平成２４年には、大通地区の課題認識と

再生を目的に、６商店街などの地元関係者や専門家から構成される「大通地区再生研究会」

が結成され、平成２４年度につきましては、３度の勉強会が開催されました。平成２５年

度も地区全体や街区のあり方などに係る検討の支援を行いつつ、今後、四番街のまちづく

りの方向性を明らかにしていきたいと考えております。 

 次に、「都市再生特別地区」の制限において、容積率を１５０％緩和し、９５０％と定

めておりますが、この数値設定の考え方についてご説明いたします。 

 容積率を緩和する制度としては、都市再生特別地区のほか、総合設計制度、高度利用地

区、地区計画などがございます。これら総合設計制度などの制度を活用して容積率を緩和

する場合は、有効空地の確保や導入施設の内容など、個別項目ごとに一定の条件を満たせ

ば一定の緩和を認めるといった積み上げ型の運用としておりますが、都市再生特別地区に

ついては、地方公共団体が都市計画制度を適切に運用するための原則的な考え方として、

国が策定した「都市計画運用指針」において、このような積み上げ型の運用ではなく、都

市の魅力や国際競争力を高めるなど、都市開発事業が持つ都市再生の効果等に着目した柔

軟な考え方のもとに定めることが望ましいとされており、民間の創意工夫を引き出すこと

を目的として、都市再生への取り組みを総合的に評価して緩和容積率を設定することとし

ております。 

 したがって、本計画における基本的な考え方といたしましては、整備方針に対応した具

体的な取り組みである多目的広場の整備、路面電車のループ化に対応した滞留空間の整備、

歩道沿い空地の整備、地上と地下の一体的な空間整備、地上と地下を結ぶエレベーターの

設置、地下街出入り口の施設内への取り込み、公共駐輪場の整備について、「都市計画運

用指針」に基づき、それぞれの取り組みごとに緩和容積率を設定して積み上げるのではな

く、これらの取り組みが都市再生に資するものと総合的に評価して緩和容積率を１５０％

と設定しております。 

 なお、この緩和容積率１５０％について、他の制度における運用のように、積み上げ型

により内訳を設定する場合、スクリーンにお示ししているとおりとなるものでございます。 

 まず、多目的広場の整備、地上と地下の一体的な空間整備、路面電車のループ化に対応

した滞留空間の整備、歩道沿い空地の整備といった空地の整備については、空地の規模に



 - 51 -

応じて容積率を緩和する総合設計制度を準用して算出しますと５５％となります。 

 次に、地上と地下を結ぶエレベーターの設置については、これを効果の側面から検証し

ますと、まず、１道路に対する歩道沿い空地の整備を総合設計制度を準用して算出した場

合、おおむね２０％から３０％となります。歩道沿い空地の整備は、民地内で通りに面し

て歩行者のためのスペースを提供することを評価するものであり、地上と地下を結ぶエレ

ベーターの設置については、民地内で上下方向の歩行者のためのスペースを提供するもの

であることから、歩行者動線を確保するという意味で、歩道沿い空地の整備と同等の効果

があるものとして、２０％の評価が可能と考えております。 

 次に、地下街出入り口の施設内への取り込みについては、民地内で上下方向の歩行者の

ためのスペースを提供することに加え、歩道から出入り口階段を撤去することにより、歩

道機能の向上が図られることを勘案しますと、まず、民地内で上下方向の歩行者のための

スペースを提供することについては、エレベーターの設置の場合と同様に、歩道沿い空地

の整備と同等の効果があるものとして２０％から３０％となります。また、出入り口階段

の撤去による歩道の機能向上につきましても、歩道沿い空地の整備により歩道機能が向上

するのと同等の効果として２０％から３０％となります。 

 したがって、歩行者のためのスペースの提供として２０％から３０％、出入り口階段の

撤去による歩道機能の向上として２０％から３０％を合計すると、４０％から６０％とな

ることから、地下街出入り口階段の施設内への取り込みとして５０％の評価が可能と考え

ております。 

 最後に、公共駐輪場の整備については、公共駐輪場として整備する床面積の敷地面積に

対する割合を算出し、２５％となるものでございます。また、前回の事前説明の際に緩和

容積率と容積緩和分の床の評価額との関係につきましてご指摘がありましたが、緩和容積

率の設定に当たっては、以上の考えに基づき、都市再生に資する取り組みを評価している

ものでございます。 

 

●事業推進担当部長 最後に、今後のスケジュールについて説明いたします。 

 本日の審議を経た後、本年１２月に都市計画決定を行い、平成２６年度には「市街地再

開発組合」の設立、権利変換計画の認可を行い、平成２７年度に建築工事に着手し、平成

２９年度に建築工事完了を予定しております。 

 以上で、諮問案件グループ分け②の南２西３南西地区関連についての説明を終わらせて

いただきます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 それでは、ただいまのご説明につきましてご意見やご質問などを頂戴できれ

ばと思いますが、いかがでしょうか。 

 札幌市の市街地の心臓部といいますか、大変にぎやかな箇所での大規模な第一種市街地
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再開発事業ということで今後の札幌市のまちづくりにとっても大変大きな意味を持つわけ

でございます。 

 どこからでも結構でございますので、ご意見やご質問を頂戴できればと思います。 

 

●高野委員 スライドの３３枚目の補足説明の防災対策の浸水対策のご説明です。 

 豊平川の氾濫による云々となっておりますが、名古屋の地下鉄も大分やられましたけれ

ども、都市においては、川の氾濫というよりも、まち中の水が抜けていかないのが都市型

の洪水の大きな原因になっているのです。ですから、豊平川が氾濫したときの０．５ｍ未

満という数字だけでは少し不十分ではないかと思います。 

 それ以前に、豊平川がどうであろうと、集中豪雨によって中の水が外に抜けていかない

ということがあちこちの都市で見られているわけで、そういうことに関するご検討があれ

ば教えてください。 

 

●事業推進担当部長 今のご質問は、水防法の関係だと思います。今年の６月から水防法

が改正されまして、地下街等に対して、ゲリラ豪雨に対する浸水防止計画の策定が義務づ

けられております。今回の計画においても、ゲリラ豪雨に対して、止水板の設置を考えて

おりまして、関係部局と調整しながら、高さについて設定しております。 

 

●高野委員 そういう意味では、豊平川の氾濫による浸水深さではないと考えてよろしい

のでしょうか。 

 

●事業推進担当部長 両方を満たすということでご理解をいただければと思います。 

 

●高野委員 それでは、そういうふうに明記していただければよかったということです。 

 

●亘理会長 追加説明をいただいたということです。 

 ほかにご意見やご質問を頂戴できればと思いますが、いかがでしょうか。 

 

●丸山委員 今回の配付資料のスライドの９ページです。 

 整備方針の実現、複合機能の導入と都市機能の更新ということですが、前回の資料と比

べて、用途のうち、延べ面積が変わっている部分がございます。それについて、今のご説

明では、前回の審議意見を踏まえてというご説明のみで、ちょっと理解できませんでした

ので、もう一度詳しく教えていただきたいと思います。 

 変更されている点は、共同住宅が１，０００㎡増し、共用部等も１，０００㎡増し、合

計で２，０００㎡増加した延べ面積になっているのですが、内容として、どこがどのよう

に増えたのかを具体的にお伺いしたいと思います。 
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●事業推進担当部長 住宅の延べ面積が増えたのは、住宅用の防災・省エネ機器等の導入

を、今後、検討していこうという考えに基づきまして、地下３階部分の住宅設備機器スペ

ースを拡張いたしまして、そういった機器の導入にも対応できるようにした結果、延べ面

積が増えております。また、共用部の面積が変わっていることにつきましては、精査での

端数処理の関係で面積が切り上がっておりまして、それによって増えたとご理解をいただ

ければと思います。 

 また、建築面積につきましては、狸小路のアーケードとの接合部の取り扱いです。当初

は庇の形にして建築面積には入れていなかったのですが、その後、排水処理等を考慮して、

建築面積に入れてそれなりの構造にしたほうがいいだろうということで、その部分を加え

ております。 

 そして、２階以上の外装材についてです。環境性能の向上を図るため、ブラインドのよ

うな構造で、これをルーバー形状と言うらしいのですが、そういった外装材の導入を考え

ております。そういった中から、考え得る最大の形で見直しをしたのが主な内容でござい

ます。 

 

●丸山委員 理解いたしました。特に、省エネ、防災などに関する検討を進めていただい

たということで、市民として感謝申し上げます。 

 ありがとうございます。 

 

●村本委員 ささやかなことを聞かせていただきたいと思います。 

 駐輪については、いろいろご検討なさっているようですが、放置自転車を解消するため

に地下街の共同駐輪場を設けるとなっておりますが、これは、有料でしょうか、無料でし

ょうか。 

 

●事業推進担当部長 有料を考えております。 

 

●村本委員 大体１，０００台ぐらいで、有料になると、今まで無料だった人は払ってく

れるのでしょうか。 

 

●事業推進担当部長 料金についてはこれで行くという数字はないのが現状です。ただ、

先行しています札幌駅周辺については既に有料で実施しておりまして、かなりの方が利用

されております。利用者が抵抗のない範囲で設定することになると思いまして、その点は

大丈夫かと考えております。 

 

●坂本委員 荷さばき場のことで確認したいと思います。 
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 市電のループ化によって、トラックやタクシーが駅前通につけることができなくなり、

タクシー乗り場については実験的に再配置が行われております。今回の荷さばき場につい

ては地下街からの要請があるということで地下に荷さばき場のスペースを設置するという

ことでしたけれども、狸小路商店街の荷さばきに関して、ここを活用することを検討され

ているのか、あるいは、商店街からそういう要望があるのかどうか、お聞かせいただきた

いと思います。 

 

●事業推進担当部長 今、共同荷さばき場を想定しているのは地下街のみとご理解をいた

だきたいと思います。狸小路商店街とは協議を何回かしておりますが、このスペースに共

同荷さばき場をという要望は寄せられていないと聞いております。ただ、現状でも駅前通

からの荷さばきは狸小路商店街では余り多くないのではないかと理解しておりますので、

地下街で足りるのではないかと思っております。 

 

●堀内委員 この建物を見ますと、人と商業業務、あるいは、周辺の再開発がどんどん進

んでいくエリアだと新聞等で出ております。それに伴って女性の労働者も増えるのではな

いかと予測されるのですが、そこに保育所などの設置を検討されているのかどうかをお聞

きいたします。 

 

●事業推進担当部長 保育所については、整備する予定はございません。また、検討もし

ておりません。 

 

●堀内委員 わかりました。 

 後になると思うのですが、北８西１では検討されているものですから、その辺の兼ね合

いでお聞きしました。 

 

●亘理会長 ほかにご意見やご質問などを頂戴できればと思いますが、いかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 これにつきましては、事前説明でもご審議をいただきまして、そこで出たご

質問などについて補足説明という形で今回お答えをいただきましたので、審議は尽くした

ように思います。 

 特にご意見などがなければ、採決に移らせていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、南２西３南西地区関連に係る議案第４号から第７号につきまして、

賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

●亘理会長 ありがとうございます。 
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 賛成多数です。 

 よって、当審議会として同意させていただきたいと存じます。 

 今後の進め方ですが、先ほど事前説明案件として残っておりました１件についてご審議

をいただき、その後に休憩をとり、補足説明案件に移らせていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

 

    ◎西２丁目地下歩道について 

●亘理会長 それでは、引き続きまして、事前説明案件の西２丁目地下歩道に係る事前説

明第４号について、ご審議をいただきたいと思います。 

 担当職員の方の準備ができましたら、説明をお願いいたします。 

 

●総合交通計画部長 総合交通計画部長の山重でございます。 

 西２丁目地下歩道に関連する都市計画の変更につきまして、前方のスクリーンでご説明

いたします。 

 説明の内容ですが、西２丁目地下歩道の現状について、整備計画について、都市計画変

更案について、まとめとなっております。 

 初めに、西２丁目地下歩道周辺の現状についてご説明いたします。 

 まず、地上部についてです。 

 西２丁目地下歩道の周辺には、「市役所庁舎」、「市民ホール」、「経済センタービル」、

「北１西１地区再開発予定地」がございます。周辺の道路は、「国道１２号」、「西２丁

目線」となっており、こちらの写真は、「国道１２号」と「西２丁目線」の交差点の状況

でございます。平成２３年９月２７日に実施した交通量調査では、朝７時から夜７時まで

１２時間で、「国道１２号」を横断する歩行者交通量は約１万３，０００人となっており

ます。また、自動車交通量は、「国道１２号」がおよそ２万４，０００台、「西２丁目線」

がおよそ１万台となっております。 

 次に、西２丁目地下歩道周辺の地下施設の現状についてです。 

 図は、札幌中心部の地下施設の現状を示しております。このうち、西２丁目地下歩道周

辺の地下施設には、赤い色で示した札幌駅前通公共地下歩道、緑色で示した地下鉄大通駅、

そして、黄色で示した大通地下街「オーロラタウン」がございます。 

 次に、大通地下街「オーロラタウン」ですが、上は平面図、左下は断面図、右下は現況

の写真です。赤い部分が店舗、黄色い部分が地下歩道、緑色の部分が地下鉄大通駅を示し

ております。地下街のうち、黄色で示しました部分が都市計画道路として決定されており

ます。 

 次に、「オーロラタウン」の都市計画道路についてです。 

 「オーロラタウン」の中心の通路である大通地下歩道は、延長３１０ｍ、幅員８ｍ、西
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２丁目地下歩道は、延長１１０ｍ、幅員１３ｍ、西３丁目地下歩道は、延長１００ｍ、幅

員５ｍとなっております。この３路線は、昭和４５年６月１５日に都市計画決定され、昭

和４６年１１月１６日から「オーロラタウン」の開業とともに供用を開始しております。

西２丁目地下歩道は、平成２４年９月に実施した通行量調査では、午前９時から午後８時

の間で、平日ではおよそ１万６，０００人、休日では約１万人の方が通行されております。

本案件は、西２丁目地下歩道を北側に１６０ｍ延伸するものでございます。 

 次に、西２丁目地下歩道の整備計画についてご説明いたします。 

 まず、都心部の地下歩行空間ネットワークについてです。 

 先ほどもご説明いたしましたが、都心まちづくりの長期的、総合的な行政計画でござい

ます「都心まちづくり計画」が平成１４年に策定され、その後、社会情勢の変化などに対

応し、１０年間程度を計画期間とした「都心まちづくり戦略」が平成２３年に策定されて

おります。「都心まちづくり戦略」では、四季を通じた快適な歩行環境を創出するため、

官民の協働によりバリアフリーな地下空間の拡充を図るとしており、２３年３月に供用を

開始した「札幌駅前通地下歩行空間」とともに、西２丁目線についても、その拡充が位置

づけられております。 

 次に、整備の目的についてです。 

 一つ目は、歩行者や施設利用者が車道を横断することなく地下を通行できることで、都

心交通の円滑化と歩行者通行の安全性向上でございます。二つ目は、地下鉄など、公共交

通機関とのアクセス性向上でございます。三つ目は、地下ネットワークが拡充されること

により、四季を通じた安全・安心なバリアフリーな空間の拡充でございます。 

 次に、西２丁目地下歩道の整備についてです。 

 このたびの整備は、沿道において計画していた北１西１地区再開発の事業化のめどが立

ってきたことなどから、西２丁目地下歩道を１６０ｍ整備するものでございます。延伸区

間には、株式会社札幌振興公社が所有する延長約１３０ｍのコンクリート躯体がございま

して、これを取得し、有効利用いたします。地下歩道の幅員は、１時間当たりの計画歩行

者数から８ｍとし、仕上がり高さは３ｍとしております。新たに整備するものとして、出

入り口、電気・機械室新設、内装仕上げ、照明・換気設備などがございます。中間地点に

は、階段のほか、エスカレーターとエレベーターを設置いたします。供用時間は、地下鉄

大通駅の営業時間と合わせまして、５時４５分ころから２４時３０分ごろを予定しており

ます。 

 次に、出入り口についてです。 

 さっぽろ駅方面には、「経済センタービル」東側の歩道を一部拡幅し、エレベーターを

併設した単独出入り口を設置します。また、「北１西１再開発ビル」の敷地内に出入り口

階段が設置され、再開発事業の中で整備されます。また、大通駅側は、既存の地下街の出

入り口と地下鉄３１番出入り口を使用して機能確保いたします。 

 次に、沿道施設との接続についてです。 
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 接続は、「北１西１地区再開発ビル」、「経済センタービル」、「市役所庁舎」を予定

しております。まず、「再開発ビル」とはビルの地下３階で接続する予定で、これに伴い、

ビル内のエレベーター、エスカレーターが利用できます。次に、「経済センタービル」と

は、ビルの地下１階で単独出入り口の地下１階踊り場から接続する予定でございます。ま

た、「市役所庁舎」との接続は、庁舎地下２階を予定し、庁舎内の整備とあわせて検討中

でございます。なお、接続部分については、ビル側が自らの費用で整備を行い、整備後、

札幌市に帰属する承認工事として行うこととしております。 

 次に、地下歩道整備による歩行者動線についてです。 

 現在、地下鉄大通駅から北方面へは、地下街の出入り口及び地下鉄３１番出入り口を経

由する地上のみの動線となっております。地下歩道の整備後は、現在の動線に加え、「経

済センタービル」東側の出入り口と「再開発ビル」敷地内の出入り口が利用できることに

より、「国道１２号」を横断しない歩行者動線を確保できます。また、沿道施設と接続す

ることで、ビル内のエレベーターやエスカレーターを利用できることから、バリアフリー

な空間が拡充いたします。 

 次に、既存コンクリート躯体の概要についてです。 

 こちらは、躯体内部の写真でございます。 

 延長は、地下鉄東豊線大通駅から北１西１街区間の約１３０ｍ、代表断面の幅は１１．

３ｍ、高さは５．６５ｍ、構造は鉄筋コンクリート構造となっております。また、既存コ

ンクリート躯体は、中間地点において約４．４ｍの段差ができておりますが、これは、黄

色で示す北海道電力の送電線幹線が西２丁目線に埋設されていることによります。 

 次に、既存コンクリート躯体の建設経緯についてです。 

 この躯体の建設当時、北１条西１丁目の市営北１条駐車場敷地を候補地の一つとしてコ

ンベンション都市構想があり、市民の利便性の向上などから、駐車場と地下鉄駅を結ぶ地

下通路が必要不可欠と考えられておりました。折しも、地下鉄東豊線が施工中であったこ

とから、掘削費用の節約等を図るため、地下鉄工事とあわせた地下通路の建設手法を検討

し、地下鉄工事に間に合うよう協議、調整を進めました。 

 建設手法として、通路を地下鉄施設として整備することについて当時の運輸省と協議し

ましたが、建設許可がおりず断念いたしました。そこで、第三セクター方式での整備手法

を検討した結果、株式会社札幌振興公社が整備する方向で調整が整ったことから、同公社

が昭和６１年から昭和６２年に地下通路の整備を行い、現在も保有しているものでござい

ます。 

 次に、都市計画変更の内容についてです。 

 １点目の変更は、起点の変更でございます。現在の起点は、黄色の記号の位置、大通西

２丁目、地下鉄大通駅でございますが、これを赤色の記号の位置、北１条西１丁目に北側

に約１６０ｍ移動するものでございます。１６０ｍのうち、１３０ｍは、先ほど説明した

既存コンクリート躯体を使用する区間であり、残りの３０ｍは地下鉄大通駅コンコースに



 - 58 -

重複するものでございます。 

 ２点目の変更は、代表幅員の変更でございます。代表幅員は、延べ延長が最大となる区

間の値となりますので、これまでの１３ｍから延伸区間の８ｍに変更となります。 

 ３点目の変更は、名称の変更でございます。代表幅員が変更になったことにより、名称

を８・５・３西２丁目地下歩道から８・６・３西２丁目地下歩道に変更になります。 

 なお、形状につきましては、地下鉄大通駅コンコース区間は壁面、既存コンクリート躯

体を使用する区間は躯体の外側とし、赤色の線で示しております。 

 最後に、まとめでございます。 

 まず、変更内容と効果についてです。 

 西２丁目地下歩道を１６０ｍ延伸することにより、三つの効果が期待されます。 

 一つ目は、歩行者や施設利用者が車道を横断することなく地下を通行することで、交通

の円滑化や安全性が向上することです。二つ目は、地下鉄大通駅や大通バスターミナルと

地下がつながることで、地下鉄やバスなどの公共交通機関とのアクセス性が向上すること

でございます。三つ目は、バリアフリーな地下歩行空間が拡張されることで、季節や天候

に左右されない都心全体の回遊性が向上することでございます。 

 次に、今後のスケジュールでございます。 

 次回の都市計画審議会にて諮問を予定しており、答申をいただいた後に、都市計画変更

の告示、平成２６年度に実施設計、平成２７年度に工事着手、平成３０年度にしゅん功、

供用開始の予定でございます。 

 以上で、西２丁目地下歩道に関連する事前説明を終わらせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問などを頂戴いたし

たいと思います。 

 

●堀内委員 既存コンクリート躯体ということで、昭和６２年に１３０ｍ掘られてあるも

のなのですね。７ページの写真１から写真３を見ますと、電気もついて、すぐに入れそう

な感じですが、この延長と確認してよろしいでしょうか。 

 

●総合交通計画部長 そのとおりでございます。 

 ただ、躯体はできておりますが、電気についてはこれからの工事でございまして、今は

仮設の電気を入るときにつけている状況でございます。 

 

●堀内委員 もちろん、これから広げていくということですが、本体は既に掘ってあるの

ですね。 
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●総合交通計画部長 はい。 

 

●松浦委員 いわく、因縁つきのものがようやく出てきたね。市役所の地下２階につなぐ

ということですが、市役所の建物は通路との関係でどういうふうに使うように考えている

のですか。 

 それから、建設当時は、どういう手続で建設されたのか、改めてお尋ねをいたします。 

 

●亘理会長 ２点目の質問は、昭和６１年から昭和６２年に建設された経緯ということで

すね。 

 

●総合交通計画部長 １点目の市役所との接続でございます。 

 画面に示すように、市役所本庁地下２階と接続する高さとなっておりますので、この通

路とは地下２階で接続いたします。その際には、地下２階及び地下１階、また、１階の改

修が必要でございますので、エレベーターや階段の設置については、市役所庁舎を管理し

ている部署と協議しているところでございます。 

 そして、建設当時の手続についてのご質問でございます。 

 昭和６０年当時、最終的には振興公社と札幌市の間でつくることの調整が整いましたが、

我々が把握している内容としましては、市役所側から振興公社に先ほど説明したコンベン

ション構想として北１条駐車場と地下鉄とを結ぶ地下通路が振興公社にとっても必要では

ないかという建設の検討依頼文を振興公社に出しまして、その文書に対して振興公社から

建設いたしますという文書をいただいたところでございます。 

 

●松浦委員 これは、今、二十数年たって正式に都市計画審議会にかかるということは、

これを実行する段階で振興公社から買い戻しをすることになりますね。私が尋ねたいのは、

誰の権限でこういうことをやったのかが知りたいのです。それについて、公式な場で、き

ちんと答えていただきたいと思います。 

 なぜかといったら、都市計画審議会にかかってくる構造物体を建設当初にきちんと審議

会にかけて決めて、それが先行的に実施されていくことがルールであり、決まりなのです。

しかし、今までいろいろなことが言われていたけれども、こういう形で今になってこれが

出てくるということは、端的に言うと、都市計画審議委員がばかにされていると思います。

札幌市長が誰にも知らせないで、秘密裏に数億円もするものを決定して、数十年後にその

人が死んでというか、市長が退任してからということです。生きていれば、場合によって

は住民監査請求をして、こうやって知らされた段階から１年以内に札幌市に監査請求をし

て、不服であれば裁判を起こすことも可能ですけれども、本人は死んでしまっています。 

 したがって、どういうことを詳しく明らかにしていただきたい。そうでなければ、都市

計画審議会の意味をなさないのです。 
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●亘理会長 当審議会の権限との関係する範囲で、できる限りわかりやすく、かつ、詳細

にご説明いただきたいと思います。 

 

●総合交通計画部長 経緯は先ほどご説明したとおりです。昭和６１年に札幌市長から当

時の振興公社の取締役社長に対して西２丁目地下通路建設の依頼ということで、正式に文

書で依頼をして、それに対して振興公社の取締役社長から札幌市長に了承するという通知

が来たものでございます。 

 

●松浦委員 そういうものをつくるときに、一義的には、議会などで協議された上で行わ

れていったのかです。文書は誰でも出せます。少なくとも、税金で先々に都市計画決定を

して買い取りするものについて、どこにも相談なく、市長が勝手にやっていいという法律

上の決まりはないのです。 

 そういうようなことで、合法化するために都市計画審議会にかけられていることは、都

市計画審議委員として極めて問題だと私は思います。そういうところは、この際、ちゃん

としなければだめです。こんなことがどんどんまかり通ったら、審議会も議会も何も要ら

ないのです。 

 ですから、まずは、その文書を提出してください。 

 

●亘理会長 この問題は、都市計画審議会と市のその他の機関、議会との関係が非常に難

しい問題としてあると思います。これは、都市計画審議会の審議事項の必要な範囲で可能

な限りわかりやすくご説明していただくということでよろしいのではないかと思います。 

 そういう趣旨から、先ほどのご説明にプラスしてご説明いただいたほうがよろしいので

はないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

●松浦委員 会長、我々は少なくともノーという答えを出したら、札幌市長は我々の答え

をそんたくして、買い戻しをしませんという決定をせざるを得ないのです。それは、今ま

での審議会の答申の取り扱いからいったら、そうなっていくのです。したがって、ちゃん

と出してもらわなければだめです。 

 私は、当時、議員としていました。それ以降、正式に聞いている話としては、板垣市長

の議会での答弁としては、はがきを入れたと言っているのです。札幌振興公社の社長に対

してはがきを入れたと言っているのです。はがきというのは何かというと、通常の日本語

の一般に使われる言葉ではないのです。相撲界でいう念書なのです。例えば、力士が相撲

協会からお金を入れるときに言うわけですが、これは相撲界だけで通用している言葉です。

そういう言葉が、当時、板垣市長の口から出ているのです。よもや二十数年がたって、こ

こで承認するということに遭遇するとは夢にも思っていなかった。 
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 ここでは、法に基づいて委嘱を受けている審議会の委員の皆さんの意思決定を担保する

意味で、そういうものを出してもらい、それらを理解した上で皆さんがどういうふうな判

断をしていくかが非常に大事ですから、板垣市長の発言されている文書の写しを出してく

ださい。 

 

●亘理会長 私自身は、１９９８年に札幌に参りましたので、松浦委員のご発言は、新た

に教わったということで、審議していく際に大変有益なご発言だとは思います。 

 その上で、今、問題になっている昭和６１年、６２年当時の工事の実施に関する情報を

踏まえ、さらに、今回は、既に存在する地下空間を札幌の都市計画に有効に利用していく

際に今回のような案が妥当であるかどうかをあわせて検討して判断していかなければなら

ないというのが本審議会だと存じます。 

 札幌市としても、今回、松浦委員からいただいた意見を踏まえて、最大限、可能な範囲

で次回にご説明をいただく必要があるのではなかろうかと思いますので、その点はぜひご

考慮いただければと思います。 

 

●松浦委員 私は、会長に求めたいのですが、札幌市に情報公開条例があります。これは、

何も秘密に当たるものでもありません。ここで公開発言をしているわけです。そして、以

前に、このことは議会で議員が質問し、明らかになっております。知らないのは、私を除

いたここにいる委員の皆さんだけです。したがって、こういうものをきちんと出してもら

いたいと思います。 

 これは、会長を初めとする都市計画審議委員の皆さんが地下トンネルの後始末をさせら

れているというような、この件については正当性を持たせるための承認機関になっている

ことをきちんと認識した上で審議することが大事だと思いますので、これは必ず出してく

ださい。出せないものではありませんから。 

 

●亘理会長 行政文書として残っているものであれば、当然、当審議会としても見聞して

審議する必要があるかと思いますが、それについてご回答はありますか。 

 

●総合交通計画部長 先ほどのスライドの１５ページで概要はご説明しましたが、より詳

しく説明できるように準備いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

●坂本委員 今、工事の概要についても、あらあらのお話がありました。まず、百数十ｍ

を延ばすこと、それから、「北１西１の再開発ビル」、「経済センタービル」、そして、

「市役所」の地下２階にもつながるというお話がございました。そこで、概算にしかなら

ないと思いますけれども、工事費がどれぐらいかかるのかを伺いたいと思います。 

 また、今、保有しているのは株式会社札幌振興公社ですので、買い取りをすることにな
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ると思います。先ほどのスライドにもあったように、コンクリート躯体のままの状態にな

っておりますけれども、買い取り価格がいくらになるのかです。それとあわせて、当時に

つくった段階での工事費がいくらだったのか、さらに、昭和６１年から保有しているわけ

ですから、管理委託費などが発生していると思うのです。それは、札幌市から委託の形で

管理費が支出されているのか、それとも、振興公社単独で数十年間所有していたことにな

るのか、そこら辺を明確にしていただきたいと思います。 

 それから、地下通路は２０１８年度に完成、供用開始となっておりますけれども、肝心

の「北１西１再開発ビル」の完成は２０１７年度だったと記憶しているのです。そこら辺

の整合性がどういうふうになっているのか、伺いたいと思います。 

 

●総合交通計画部長 まず、概算事業費でございます。 

 先ほどご説明いたしましたように、新たにつくる機械室、電気室、建築の内装仕上げ、

エレベーター、エスカレーター、電気設備などの工事費と設計費、さらに、振興公社から

取得する躯体の費用を合わせて約３４億円を想定してございます。 

 ２点目の当時にいくらかかったかというご質問でございます。振興公社からの情報によ

りますと、工事費として約４億１，５００万円でございます。 

 ３点目は、管理費でございます。この躯体については、未供用ということで、実態管理

をしておりませんので、管理費用はかかっておりません。 

 そして、北１西１の多機能ホールなどが２０１７年に供用開始ということですが、供用

開始は同時期を予定してございます。 

 

●坂本委員 管理費がかかっていないということでしたけれども、できてから２６年ぐら

いがたっていますが、それなりに手入れをしなければならないのではないかと思うのです。

今回、全くの手つかずの状態で、電気も仮設のものを立ててああいう形で撮影していると

先ほどにご報告がありましたけれども、今まで管理が全くされていないということであれ

ば、劣化の具合など、逆に不安が出てくるのですけれども、そこら辺についてはどういう

ふうにお考えになっているのか、実態はどのようになっているのか、教えてください。 

 

●総合交通計画部長 ２６年たっておりますけれども、実際に人が歩いたわけでもなく、

交通も土かぶりと言いまして、深くなっておりますので、躯体は劣化しておりません。昨

年度から、躯体について調査いたしまして、問題ないところでございます。 

 

●坂本委員 不安は残りますね。 

 

●高野委員 振興公社からの買い取り価格についてのご質問があったかと思いますが、そ

れについてのお答えがありませんでした。どういう買値をつけるかはある意味では難しく、
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閉鎖的にやられてしまったという先ほどの松浦委員のお話がありましたけれども、市民と

してはということが大きな課題になるかと思います。また、今、使用していないから劣化

はしていないというお答えでしたが、地下は湿度が高いですし、コンクリートは使用しな

くても外から劣化するのが一般的ですから、そう簡単な話ではないと思います。それは、

どういうぐあいにチェックされて、どういう点から大丈夫なのかという証拠を見せていた

だく必要があるのではないかと思います。また、買い取り価格をどういうふうに決めてい

くかというプロセスについても、透明性が必要ではないかと思います。 

 

●総合交通計画部長 買い取り価格については、これから振興公社と協議していくことに

なりますが、今、高野委員がおっしゃるように、２６年前につくったのは事実ですので、

その躯体を今後も使えるかのチェックを昨年度から行っております。チェックの仕方とし

ては、既存の躯体の中で接続する予定の区間のコンクリートをテストピースで抜き、強度

確認をしました。さらに、シュミットハンマーを当てて、強度を確認する方法をとってお

ります。その結果、２６年がたっているけれども、今後使っていくことに問題ないという

結果が出ております。 

 それをもとに、買い取りについては、これからの検討になりますが、今、考えている方

法としましては、２６年前につくったものの評価ということで、今、北１条通を横断する

部分をひっくるめて、駅前地下歩行空間のように掘って仮設でつくる場合にいくらかかる

のかという価格を出します。しかし、これは、今つくったものではなく、昔につくったも

のなので、２６年たった評価をあわせてしまして、それをもとに、振興公社と協議してま

いりたいと考えております。その前提として、躯体の健全度をチェックしたところです。 

 先ほど説明が抜けましたが、阪神・淡路大震災前には、地下構造物の耐震設計をしてお

りませんでした。この躯体は、その前の昭和６１年の躯体ですので、耐震補強は今の基準

に合わせまして、柱部分の補強などを工事に合わせて行う予定であり、先ほどの事業費の

中に含まれているものでございます。 

 

●亘理会長 先ほどの坂本委員の質問の最初のお答えのときに、工事費と買い取り価格を

あわせて３４億円と発言されたように記憶しておりますが、内訳はまだ見積もりをしてい

ないということでしょうか。 

 

●総合交通計画部長 機械室の新設やエレベーター、エスカレーター、耐震補強、振興公

社が買い戻す価格、設計費などについて、我々の中での想定はございますけれども、例え

ば、予備設計や基本設計をして出しているものではございません。ですから、おおよその

額としてご提示させていただきました。 

 

●森田委員 素人ですので、お聞きします。 
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 今年、耐震改修促進法が改正されて、古い建築物の改修を管理監督官庁に必ず届け出な

ければならないとなっているのですけれども、これはそれには該当しないのですか。年数

が微妙ですが、それに該当するかどうかを教えていただければと思います。 

 

●総合交通計画部長 地下歩道ということで、いわば土木構造物です。先ほど言ったよう

に阪神・淡路大震災後に耐震設計が確立されましたので、それに基づいて行うものです。

森田委員が言われた耐震改修促進法については、建物、主にビルでの改修でございます。 

 

●森田委員 先ほどから議論になっておりますが、かなりたっておりますので、しっかり

と検査をお願いいたします。地震などのいろいろな問題が出てきますので、そこのところ

は、法律に当たらなくても、しっかりとやっていただきたいと思います。市民としてお願

いしたいと思います。 

 

●松浦委員 私は、次回に買い取り価格などの話をしようと思っていましたが、今、段々

に出てきましたから、出ているものについてお尋ねします。 

 ３４億円の価格について、おおよそとありましたが、おおよそでもいいのです。数字を

出すということは考え方があって出てきていると思うのです。ですから、その内訳を出し

てみてください。 

 

●亘理会長 現時点での内訳をよろしくお願いいたします。 

 

●総合交通計画部長 今のところの超概算で申しわけないのですけれども、我々として想

定しているものとしては、測量及び設計費で約１億円程度、工事費で約２５億円程度、残

りが躯体を取得するということで８億円程度を想定してございます。 

 

●松浦委員 工事費が２５億円はそれとして、躯体取得の８億円ですか。そうすると、４

億１，５００万円でつくったら、３億８，５００万円が金利の上乗せということになるの

ですか。 

 

●総合交通計画部長 先ほどもご説明いたしましたが、躯体取得については、これから振

興公社との協議をいたしますが、いろいろな方法があるかと思います。今、松浦委員がお

っしゃられた方法もあると思いますし、先ほどご説明したように、今、つくったらいくら

という費用を出しまして、２６年がたつと何％程度の価格になるということを想定した結

果、我々として８億円程度と出しているところでございます。 

 

●松浦委員 札幌市は、平成２６年末で解散しますけれども、法律に基づいて、札幌市の
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土地開発公社をつくっております。そもそも、振興公社は昭和３０年ころに公共用地の先

行取得を目的として、札幌市が単独につくったものですね。昭和４７年か昭和４８年ごろ

だと思うのですが、法律ができまして、公共用地を先行取得するために地方自治体が出資

する先行取得団体の法人をつくることができることになりました。そのときに振興公社の

持っているものを買い戻す、あるいは、土地開発公社から買い戻すときには、当初買った

値段に利息分と管理にかかった手間賃の合計で買っているのです。その手間賃の中には、

実質的に手がかかったものと会社の利益も一般的に何％と決められていまして、請負工事

でしたら５％です。 

 しかし、山重部長の今までの説明を聞いていますと、不動産屋の物の売買の話みたいな

のです。民間の不動産屋が２６年前にこういうものをつくって、札幌市が都市計画決定を

する前に見込んでつくり、どうしても道路の中間になって、買わなければならない土地に

なったら、それなりの言い値はあるでしょう。その場合には、今の価格として評価して、

合意が得られなければ、収用法を提供して、県の収容委員会にかけて、その決定をもって

強制的に収容していくのです。憲法第２９条で保障されている財産権の強制剝脱の手順と

しては、唯一、これしかないわけです。しかし、これはそれとはおおよそかけ離れた話で

す。 

 したがって、そういうことについても次回に内容がわかるようにしてください。私がな

ぜ都市計画審議委員としてこうやって言うかというと、はがきを出した故板垣市長の闇か

ら闇への不法行為を、今、白日のもとに正当性を持たせるという役割を我々は持たされて

いるのです。ですから、そういうことをするなら、きちんと検証して、市民には、こうい

うわけで、こういう価格で買うことが明らかになったので承認する、しないという判断を

していくことが我々の今の立場であり、役割なのです。したがって、きちんと出していた

だきたいと思います。 

 

●総合交通計画部長 先ほどご説明いたしましたが、松浦委員がおっしゃるような算定方

法もございますし、私がご説明した算定方法など、いろいろとございますので、その算定

方法の中で今後協議させていただきたいと考えております。その内容については、次回に

ご説明できるようにしたいと思います。 

 

●亘理会長 議長として発言させていただきますが、これは買い取り価格が適正になるか

どうかが一番の問題です。また、札幌市民の税金を使って買い取るということですので、

適正価格をいかに確保するかには細心の注意を払っていただきたいと思います。 

 また、仮にこれを当審議会として合意した場合に、後々、買い取り価格が不適正だった

ということであれば、先ほど松浦委員がおっしゃったように、住民監査請求や住民訴訟で

裁判沙汰になりますと、当審議会でも自分たちが同意した案件がそういう形で争われるこ

とは決して名誉なことではございませんので、適正価格という点は、厳正に検討して、十
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分な説明をしていただきたいと考えております。 

 

●松浦委員 １０月段階で確認したら、振興公社は、今の会社法に基づく資本比率でいう

と、８２％の資本を札幌市が持っているのです。 

 なぜ私がこういうことを言うかといったら、振興公社の今年の決算を見ると、平成２４

年度だけでいうと、赤字決算です。ここ３年はずっと赤字決算です。それにもかかわらず、

内部留保金、積立金を取り崩して配当しているのです。そして、配当したうちの８割を札

幌市が受け取っているのです。札幌市が高く買って、振興公社に不当な利益をもたらして、

それで黒字にして、そこから配当をとるという子どもだましの手品みたいなことをやって

はいけないのです。 

 そして、振興公社はどういう位置づけで、当時、板垣市長がどうして委託したかです。

建設会社に頼めばよかったのです。当時、請け負っている会社に頼んでもよかったのです。

それを振興公社に頼んだということは、少なくとも、会社法でいったら８０％を超える資

本金を札幌市が持っているから公的にということで頼んだと思います。 

 したがって、買い取りのときに、今、言うような話は論外です。そして、これから振興

公社と協議してといいますが、振興公社の社長の就任も解任の権限も上田市長が持ってい

るのです。したがって、はっきり言うと、協議も何もないのです。最大の出資者は札幌市

長であり、わかりやすく言うと、子会社です。そこの社長に市民が納得できるような価格

でどうだ、ほかの公共用地もこういう価格で買い取っているからといえば、嫌だとは言え

ないのです。何の手品をしようとしているのですか。そんなばかみたいな手品の種明かし

をしなければいけないからこうやって問いただしているのです。したがって、きちんと出

してください。 

 大体、今日、そういうものを出してこないということは、私に言わせれば、我々、都市

計画審議委員を軽んじているのではないかということです。そんなことは誰も気がつかな

いだろうと。しかし、世の中はそうはいきません。数多くいれば、いろいろなことをそれ

ぞれが知っています。 

 あなた方は公務員ですから、正確に、正直に仕事をしなければだめです。このことを申

し添えて、必ずわかる資料を出してもらうことを求めます。 

 会長には、ぜひこういう取り扱いをするように、会長から改めて指示してください。 

 

●亘理会長 しかるべき資料は、原則として全て出す方向で次回にご説明をいただきたい

と思います。 

 それでは、今は地下空間の話が中心になっているわけですが、地下歩道の出入り口など

も含めて、余りご意見が出ていないと思われますので頂戴したいと思いますが、いかがで

しょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 
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●亘理会長 それでは、これは事前案件ということですので、本件につきましては、これ

にて終えたいと思います。 

 それでは、１０分間の休憩をとらせていただきます。 

 ３時５２分に再開いたします。 

 

〔  休    憩  〕 

 

●亘理会長 委員がほぼおそろいかと思いますので、再開させていただきます。 

 ここからは、補足説明案件でございます。 

 

    ◎北１西１地区関連について 

●亘理会長 まず、北１西１地区関連に係る補足説明を担当からお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 都市局事業推進担当部長の齋藤です。 

 補足説明案件の北１西１地区関連につきまして説明いたします。 

 本日の説明内容ですが、まず、事前説明の際に行った説明内容について簡単におさらい

した後、前回保留となっております質問の回答などをさせていただきます。 

 前方のスクリーンをご覧ください。 

 まず、計画している建物の概要ですが、地上２８階、地下５階、高さ約１５４ｍ、延べ

面積約１２万７，９００㎡となっております。 

 施設全体の用途は、高層棟については、上層階に事務所、下層階に放送局を予定してい

ます。また、建物の１階にはエントランスホールや屋内広場、商業施設などを配置する予

定です。中層棟は、市民交流複合施設として、上に高機能ホール、下にアートセンターと

図書館が整備される予定です。また、建物の地下部分には、駐車場と公共駐輪場、地域冷

暖房施設を整備し、さらに、先ほど説明のありました西２丁目地下歩道と接続する計画と

なっております。 

 続いて、都市計画の内容について説明いたします。 

 今回、第１種市街地再開発事業の都市計画に加え、都市再生特別地区の変更、地区計画

の決定、駐車場の変更が必要となります。 

 まず、第１種市街地再開発事業の決定について説明いたします。 

 施行区域については、図の赤枠に示した約２．０haとなります。建築物については、ス

クリーンに表示のとおり、計画の内容に沿って建築面積や延べ面積、建ぺい率などを定め

ます。 

 次に、都市再生特別地区の変更について説明いたします。 

 地区の名称は、北１西１地区、容積率の最高限度については、都市再生への取り組みを

総合的に評価して、現行の８００％から１００％緩和し、９００％とします。また、区域
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内の高度利用を図るため、容積率の最低限度を３００％、建ぺい率の最高限度を８０％、

建築面積の最低限度を３００㎡に定めます。次に、高さの最高限度ですが、高層棟の最高

高さを１５４ｍ、中層棟の最高高さを７０ｍとし、それ以外の部分につきましては、スク

リーンに表示のとおりといたします。 

 続きまして、地区計画について説明いたします。 

 地区整備計画では、敷地の三つの角に滞留空間となる広場を、道路に沿った部分には歩

行者空間にゆとりと潤いを創出する歩道沿い空地を位置づけます。建築物の用途の制限に

ついては、創世交流拠点になじまない住宅や風俗店舗などを建築できないものとします。

また、良質な景観形成を図るため、建築物等の形態または意匠の制限を定めることとしま

す。 

 最後に、駐車場の変更について説明いたします。 

 昭和４１年１２月に都市計画決定された北１条駐車場ですが、周辺の民間及び附置義務

駐車場の整備が進み、駐車需要への対応が可能となったことから公共駐車場の必要性がな

くなり、このたび廃止することとします。 

 以上が事前説明の概略です。 

 続きまして、補足説明に入らせていただきます。 

 前回の審議会において、タクシーの待機場に関する質問１件が保留となっておりました

のでその質問に対し回答させていただきます。 

 まず、交通手段に対する基本的な考え方ですが、本施設は、地下鉄、バス、ＪＲなどの

タクシーを含む公共交通機関の利用を前提としています。そのうち、タクシーについては、

施設計画において、本施設が立地する都心部が、地下鉄、バスなどにより、すぐれた交通

利便性を有していること、そして、本施設を利用される方のタクシー利用率が低いと想定

されることから、タクシーの待機場は不要と考えております。実際に隣接する市民ホール

利用者へのアンケート調査では、タクシー利用率が１％程度と低い結果となっており、同

じく、市民ホールでの歌舞伎公演の状況調査でも、タクシー利用は３５台と少数でした。

市民ホールには、タクシーへ乗車するための車寄せがないため、主に「西２丁目線」の道

路上においてタクシーに乗車されていましたが、多いときで道路に二、三台が並ぶ程度で、

特に目立った混乱は見られませんでした。 

 したがいまして、本施設においては、タクシー待機場を設けなくても、東西の車寄せに

より対応可能と考えられます。さらに、多くのタクシー利用が想定される公演開催時にお

いては、施設周辺に人員を配置し、東西車寄せへのタクシーの誘導や交通整理を行い、周

辺交通への悪影響、外周道路に客待ちタクシーの車列を発生させないような対応を行うこ

とを想定しています。なお、タクシーを必要とされている高齢の方や体が不自由な方など

への対応についても、ご不便をおかけしないよう、人員配置の中で検討していきます。 

 以上で、前回保留となっていた質問に対する回答を終わらせていただきます。 

 最後に、環境影響評価審議会の状況報告を含め、今後のスケジュールについて説明いた
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します。 

 現在、都市計画の手続と並行して、事業の実施による環境への影響に関する調査、予測、

評価の結果をまとめた準備書の手続を進めております。準備書につきましては、７月以降、

計３回の環境影響評価審議会で説明を行い、審議を行っていただきました。次回の１１月

２７日には、答申案を審議していただく予定となっており、これまでの審議の内容から、

準備書の内容に大きな問題はないと認識しております。 

 都市計画の手続についても、次回の審議会において諮問を行い、今年度内の環境影響評

価の評価書の公告と同時期に、都市計画の決定告示を考えております。 

 来年度以降は、平成２６年度に再開発組合の設立を行い、建築工事に着手し、平成２９

年度には建築工事を完了する予定です。 

 以上で、北１西１地区関連についての説明を終わります。 

 

●亘理会長 それでは、ただいまの補足説明につきましてご意見やご質問などを頂戴いた

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

●高野委員 スライド１７のタクシー利用に関する考え方です。 

 公演開催時に人員を配置するというご説明ですが、誰が人員を雇ってきて、どのような

費用で配置するのかについて教えてください。 

 

●事業推進担当部長 市民ホールを所管する文化部が対応することになります。 

 

●亘理会長 札幌市の文化部が対応するということです。 

 

●村本委員 タクシーを利用している方が余りいなかったということですが、実は、私も

先日の歌舞伎の公演へ行ってまいりました。しかし、皆さんは中に入られず、私のような

足の悪い方も中に入ることができなかったのです。その日は大変暖かく、雨も降っていな

いから可能なんだと言いながら、公園のベンチに座ってお客さんが入っていくのを待って

いました。 

 また、タクシーはおっかないので、私はカーテンコールの前に先に逃げて、外へ出まし

た。車椅子の方は１階のところでガラス戸をたたいて入れていただいているような状態で

すし、ホールも機能をほとんどなしておりませんでした。ですから、ホールでゆっくりす

るという感じではありません。ぎちぎちの中で必死にトイレだけには行きたいと思ってい

たのですけれども、そこもすごく混んでいて大変でした。そういうさまざまなことを考え

ていただきたいのです。 

 私のようなつらい人間はいろいろと考えます。逃げる方法については、私は、急に足が

悪くなったので、どうしようかと考えて、こうすればいいのではないかといろいろと考え
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ております。タクシーも手前でおりました。それは、市民のマナーなのかもしれないので

すけれども、そういうことだけに甘えて、文化的なホールをつくりましたと言われても、

すごいオペラやバレエ公演が本当に来るのかと思います。 

 例えば、「Ｋｉｔａｒａ」ホールですと、世界中の演奏家が行きたい５番以内に入るホ

ールと言われておりますし、「Ｋｉｔａｒａ」だから演奏したいという演奏者の方もいら

っしゃるわけです。そのように、つくりましたから、これでいいでしょうという感じでホ

ールを安くつくりましたというだけでは、そういうふうに言うよりほかないのです。です

から、どちらを目指されているのかがよくわらかないのです。 

 少なくとも、札幌市民ホールがきれいな運営をなさっているとは思えませんし、何回か

行ったときには苦労しなかったことはございません。そういうものをおつくりになる予定

なのか、文化的なものをつくるのですということをお考えなのか、市で考えていらっしゃ

ることがわからないのです。その辺をくれぐれもご検討なさってつくっていただきたいと

いうことが利用者の一人として考えていることでございます。 

 

●亘理会長 非常に大規模な建物ですし、高機能ホールもできますので、そういった文化

施設で、大勢の集客能力を持つような場所における障がい者も含めた利便性や安全の確保

に関するご質問かと思います。それに対して広い範囲でお答えいただければと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

●都心まちづくり推進室長 ただいま、村本委員から、市民ホールの現状について、苦言

も含めてのご意見がございました。 

 今、市民ホールの北側に北１西１地区再開発事業で実現しようとしているホールは、こ

れまでもご説明を申し上げましたが、高機能ホールでございます。我々といたしましては、

単に世界の舞台芸術をそこで演じることのできる意味での高機能ホールではなく、体のご

不自由な方、あるいは、高齢の方にも安心して舞台の催し物を鑑賞していただけるように

しております。今、待ち合いのこともございましたが、このたびは低層部にアートセンタ

ー、図書館、あるいは、市民交流複合施設の全体のエントランスとなる屋内広場の整備を

考えてございますので、少なくとも、開演前、冬期間に寒い思いをすることは考えられま

せん。そして、体の不自由な方、高齢者の方には、ロビーまでの直通の動線を確保いたし

ます。そして、タクシーで来場されても、先ほど来、説明のある車寄せのところまでつけ

られます。車寄せから建物全体の出入口までは、すぐでございます。そういう意味でスト

レスなく入場できるようになると思います。 

 今、私どもは、施設の基本設計の作業に入ってまいりました。また、具体の管理運営に

ついても検討しているところでございます。その辺の見通しがたちましたら、今、おっし

ゃられたバリアフリーの観点に関しても関係の方のご意見を聞く会などの場を設けていき

たいと考えてございます。今、市民ホール等々の件で申し上げられた関係につきましては、
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新しい高機能ホールではそのようなストレスを感じさせないように検討していきたいと考

えております。 

 

●亘理会長 ほかにご意見やご質問などを頂戴できればと思いますが、いかがでしょうか。 

 

●高野委員 次回に諮問ということだと思いますが、諮問のときに前回の第７０回のとき

のご説明でも議論があったと思いますし、今も議論が出ていました市民ホールが存続しつ

つ、なおかつ、厚生年金会館は閉鎖するという前提だとお聞きいたしました。そういう前

提で、機能は少し違うわけですけれども、市民ホールが存続しつつ、なおかつ、このよう

なホールが極めて近場に必要だということで、コンサートなどのニーズが両方並立しても

確実にあるというような資料をご提示いただいて、その上で諮問について検討してみたい

と思います。 

 

●亘理会長 市民ホールとの関係ということですが、いかがでしょうか。 

 

●都心まちづくり推進室長 今日は、その資料を持ち合わせてございませんが、今、高野

委員からご意見のございました資料は、諮問時に用意してご説明したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

●亘理会長 ほかにご意見やご質問などがございましたら、お願いいたします。 

（「なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、この件につきましては補足説明を承りましたので、次回に諮問と

なろうかと存じます。 

 この間にいろいろと寄せられた意見及び質問につきまして十分な資料をそろえて、改め

てご説明いただきたいと思います。 

 

    ◎北８西１地区関連について 

●亘理会長 次に、補足説明案件の２件目の北８西１地区関連に係ります補足説明をお願

いしたいと思います。 

 準備ができましたら、担当から補足説明をお願いいたします。 

 

●事業推進担当部長 都市局事業推進担当部長の齋藤です。 

 補足説明案件の北８西１地区関連について説明いたします。 

 本日の説明内容ですが、まず、前回の事前説明の内容について簡単におさらいした後、

前回保留となっております質問等の回答として補足説明をさせていただきます。 

 それでは、地区及び事業の概要について説明いたします。 
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 まず、当地区の位置ですが、札幌駅の北口に位置し、「創成川通」に面する面積約２．

０haの地区です。当地区は、昭和６３年に、地権者による「再開発研究会」の設立以降、

約２５年にわたる検討を経て、今年度から都市計画決定手続の運びとなったところです。

計画している施設建築物は、ご覧のとおり、地上５０階、地下１階、高さ約１８０ｍ、延

べ面積１５万８，０００㎡です。 

 続いて、施設建築物の用途について説明いたします。 

 スクリーンに表示している左の図は施設建築物を南側から見たもので、右の図は真上か

ら見たものです。 

 街区の南西と北東の２棟の高層棟には住宅を、南東の中層棟には医療、福祉を、北西の

低層棟には医療を配置いたします。また、南西側の低層階には商業を配置いたします。当

事業の整備方針については、本市の上位計画や立地特性を踏まえ、ご覧の３項目を定め、

この方針に基づき本事業を計画しております。 

 環境負荷の抑制と災害に強いまちづくりについては、コジェネレーションシステムの導

入と札幌エネルギー供給公社との熱融通、帰宅困難者の一時避難スペースの確保など、周

辺市街地の特性に応じた空間整備については、歩道沿い空地、雁木空間、屋内広場などの

整備、複合機能の導入と都市機能の更新については、木造老朽市街地から住宅、医療、福

祉、商業で構成される市街地への更新により、それぞれその実現を目指す計画となってお

ります。 

 続いて、都市計画の内容について説明いたします。 

 今回、第１種市街地再開発事業の都市計画に加え、都市再生特別地区の変更、地区計画

の決定、高度利用地区の変更が必要となります。 

 まず、第１種市街地再開発事業の決定について説明いたします。 

 施行区域については、図の赤枠に示した約２．０haとなります。施設建築物については、

スクリーンに表示のとおり、計画の内容に沿って建築面積や延べ面積、容積率などを定め

ます。 

 次に、都市再生特別地区の変更について説明いたします。 

 地区の名称は、北８西１地区、区域は再開発事業の施行区域と同じ赤枠の部分とし、面

積は約２．０haです。制限内容として、容積率の最高限度につきましては、当地区の基準

容積率として７００％が指定されておりますが、都市再生への取り組みを総合的に評価し

て２００％緩和し、合計で９００％とします。また、区域内の高度利用を図るため、容積

率の最低限度を３００％に、建ぺい率の最高限度を現在の用途地域による基準建ぺい率と

同じく８０％に、建築面積の最低限度を３００㎡に定めます。 

 次に、高さの最高限度につきましては、高層棟の部分を１８０ｍ、中層棟の部分を７０

ｍとし、それ以外の部分につきましてもスクリーンにお示ししているとおりの高さとしま

す。また、壁面の位置の制限につきましては、青色に塗られている部分は、上空を含めて

スクリーンにお示ししている数値のとおりに後退することとし、赤色に塗られております
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「北８条通」と「西２丁目線」に面する部分は、地盤面からの高さが３．５ｍ以下の部分

をさらに後退させ、雁木空間とします。 

 続きまして、地区計画の決定について説明いたします。 

 地区の名称は「北８西１地区地区計画」、区域は他と同様に赤枠の部分とし、面積は２．

０haです。地区整備計画の内容として、まず、地区施設ですが、道路に沿った部分を「歩

道沿い空地」、「北８条通」と「西２丁目線」の交差部の屋内広場を「広場」、敷地の東

西南北を貫通する通り抜け通路を「敷地内貫通通路」として位置づけます。 

 次に、建築物の用途の制限についてですが、地区にふわさしい都市機能の集積を図るた

め、風俗店舗を建築できないものとします。また、良質な景観形成を図るため、建築物等

の形態または意匠の制限を定め、現在、札幌駅北口で指定しております「札幌駅北口地区

景観計画重点区域」における行為の制限に基づくこととします。 

 以上が地区計画の案です。 

 次に、高度利用地区の変更について説明いたします。 

 札幌駅北口は、現在、高度利用地区として「札幌駅北口地区第一地区」がご覧のような

区域で指定されておりますが、同様の制限項目が先ほど説明しました都市再生特別地区で

網羅されることになります。このことから、今回、「札幌駅北口地区第一地区」の区域か

ら北８西１地区の区域を除外するものです。 

 以上が都市計画案の内容です。 

 なお、これらの都市計画案については、１０月７日から１０月２１日まで縦覧を行いま

したが、意見書の提出がなかったことをここで報告いたします。 

 続きまして、補足説明をさせていただきます。 

 スクリーンに表示しているのは、前回の審議会でお約束した地元説明会の報告と保留と

していました質問の計１０項目でございます。 

 まず最初に、地域住民等に対する事業説明の結果について報告させていただきます。 

 説明会は、「鉄東地区連絡協議会」及び「鉄西地区連合町内会」の役員の方々に対する

説明会を行った上で地域住民及び北九条小学校保護者等を対象とした説明会を１０月８日

に開催し、９１人の方に参加いただきました。説明会開催の案内方法につきましては、案

内チラシを町内会に回覧いただくのと同時に、小学校保護者には児童を経由して、当地区

の町内会の区域及び「創成川通」に面するマンションにお住まいの方々には案内チラシを

直接投函しております。 

 また、これとは別に、都市計画決定手続と並行して進めております環境影響評価に基づ

く準備書説明会も１０月２８日に開催し、２８人の方に参加いただいております。この説

明会は、市民を対象としたものであることから、「広報さっぽろ」や「北海道新聞」など

により説明会の開催を案内しました。 

 これらの説明会で寄せられた意見などは全部で１２件、その内訳は、スクリーンに表示

のとおり、日影に関することが４件、風環境に関することが１件、交通環境に関すること
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が５件、施設用途に関することが２件となっております。 

 これらの説明会などで寄せられた質問には、前回の審議会における説明内容をもとに回

答し、日影に関する質問で、「子どもへの影響を心配」という意見や「日影の影響に関し

て検討した経過」についての質問以外は、おおむねご理解が得られたと考えております。 

 日影に関しては、ただいまスクリーンに表示の日影図をもとに説明しましたが、お２人

には最後まで納得していただけなかった様子であったこと、そして、説明会の後、そのう

ちのお１人の方から準備組合に対し保護者を対象に日影についてさらに詳しい説明を要望

されましたことから、準備組合では、小学校の保護者を対象とした説明会を１１月２４日、

日曜日に開催する予定です。この説明会の結果については、次回の審議会において報告い

たします。 

 次に、日影については、前回の審議会でも委員からご意見をいただいておりますので、

一番懸念されております冬至における施設建築物の形態と日影との関係について改めて説

明させていただきます。 

 まず、施設建築物の高さと日影との関係ですが、最初に、現計画の時間ごとに発生する

影の状況をご覧いただきます。 

 次に、比較のため、施設建築物を隣接の合同庁舎と同じ高さ約７４ｍとした場合の時間

ごとに発生する影の状況をご覧いただきます。 

 この影の移動をもとに日陰となる時間が同じになるところに線を引いたのが次の図で、

左側が現計画、右側は高さを合同庁舎と同じ約７４ｍにした場合のものです。 

 ご覧のとおり、建築物の高さを低くすることにより、影の長さが短くなり、１時間から

２時間の日陰となる面積は小さくなりますが、影の足元に位置する小学校では、日陰とな

る時間は変わらないことをご確認いただけるかと思います。 

 ちなみに、校舎に影がかからないようにするには、施設建築物の高さを３０ｍ以下に、

グラウンドに影がかからないようにするには、同じく高さを１０ｍ未満にする必要がある

との試算結果が出ております。 

 次に、施設建築物の幅と日影との関係について説明します。 

 左側は現計画のもので、右側は、比較のため、現計画と同様の容積率で高さを低くした

場合のものです。可能な限り高さを低くすると、その際の建物は１棟にまとまり、幅が広

くなります。以降、便宜上、これを「単独棟」と呼びます。 

 ご覧のとおり、先ほどと同様に、１時間から２時間の日陰となる面積は小さくなります

が、逆に小学校校舎が日陰となる時間は長くなることが確認できるかと思います。 

 このように、建物の高さをある程度低くしても、小学校への影響は変わらず、建物の形

態を「単独棟」にした場合には、小学校への影響がより大きくなる結果となりました。し

たがいまして、北九条小学校に対する冬至における日影の影響については、建物の高さを

抑えるより、施設建築物のスリム化を図ることのほうが効果があることになります。 

 次に、他の小学校における類似事例について説明いたします。 
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 市内において北九条小学校と同様に、校舎が日影規制を受けない商業地域に建築されて

いる小学校は中央区にあります資生館小学校のみですが、図に示すとおり、現在のところ、

資生館小学校の周囲には、日影に対し大きく影響を与える建物はありませんでした。 

 次に、防災備蓄倉庫に備える備蓄品について説明いたします。 

 ご覧のとおり、北西の低層棟の３階に約１００㎡の防災備蓄倉庫を計画しております。

これは、帰宅困難者用の備蓄品を保管するスペースとして考えており、備蓄品は、毛布な

どを想定しています。今後、危機管理対策室とも調整を図りながら検討を進める予定です。 

 次に、住宅住居者の想定について説明いたします。 

 ご覧いただいているのは、事業協力者の想定をもとに作成したものです。購入者の居住

エリアとしては、住宅個数９００戸のうち、道外１５％、道内市外２５％、市内６０％と

想定しています。購入者は、単身、ファミリー、シニア層などの幅広い層を想定していま

す。間取りは、単身世帯を対象に約２１０戸、夫婦のみの世帯を対象に約３４０戸、ファ

ミリー世帯を対象に約３５０戸を想定しています。 

 次に、保育施設の導入について説明いたします。 

 事前説明でのご指摘を受け、現在、準備組合では、保育所の設置に向け検討を進めてお

ります。今後、開所時点の需要を見きわめつつ、運営主体や規模などを含め、組合設立ま

でに整理する予定となっております。 

 次に、共同住宅における駐車場の整備台数について説明いたします。 

 今、ご覧いただいているのは、市内の共同住宅における駐車場の整備台数の割合を示し

ています。都心部は、その他の地域に比べて低い割合となっております。 

 当地区では、戸数に対して市内平均よりも多い約６７％程度の駐車場を整備する予定で

す。なお、近接する北８条西３丁目のマンションでは、約８５％の駐車場を整備しており

ます。 

 次に、「西２丁目線」と「北９条線」の交差点に近接する駐車場出入り口の安全対策に

ついて説明いたします。 

 安全対策として、次の３点の対策を検討しています。 

 １点目は、駐車場の出入り口において、建物側に緑地帯を設け、視認性を高めます。２

点目は、駐車場の出入り口には、出庫注意灯やスピーカーの設置により安全性を高めます。

３点目は、駐車場出入り口から「北９条線」に出る車両については、事前説明でご指摘を

受けたとおり、左折のみとすることが交通安全対策上で有効と考えられます。したがいま

して、駐車場出口には左折のみの表示をするとともに、駐車場利用者に対しては、左折に

よる出入庫に協力いただけるよう周知を図る予定です。 

 次に、通り抜け通路における事故防止対策について説明いたします。 

 事故防止対策として、次の２点の対策を検討しています。 

 １点目は、通路と車路を分離するため、車止めなどを設置し、安全性を高めます。２点

目は、通路と車道の交差する部分に回転警告灯やスピーカーを設置し、安全性を高めます。 
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 最後に、容積率の緩和について都市計画部から説明いたします。 

 

●地域計画課長 都市計画部地域計画課長の村瀬です。 

 それでは、容積率の緩和について説明いたします。 

 都市再生特別地区の制限において、容積率を２００％緩和し、９００％と定めておりま

すが、この数値設定の考え方についてご説明いたします。 

 容積率の緩和の運用の考え方につきましては、本計画につきましても「南２西３南西地

区」と同様に、積み上げ型の運用ではなく、都市再生への取り組みを総合的に評価して緩

和容積率を設定しております。 

 したがって、本計画につきましては、整備方針に対応した具体的な取り組みである既存

エネルギーネットワークとの接続や既存エネルギーネットワークの有効活用、歩道沿い空

地の整備、屋内広場の整備、敷地内貫通通路の整備について、それぞれの取り組みごとに

緩和容積率を設定して積み上げるのではなく、これらの取り組みが都市再生に資するもの

と総合的に評価して緩和容積率を２００％と設定することとしております。 

 なお、この緩和容積率２００％について、他の制度における運用のように積み上げ型に

より内訳を設定する場合、スクリーンにお示ししているとおりとなるものでございますが、

既存エネルギーネットワークとの接続につきましては、これを効果の側面から検証します

と、まず、一道路に対する歩道沿い空地の整備を総合設計制度を準用して算出した場合、

おおむね２０％から３０％の設定となります。歩道沿い空地の整備については、歩道機能

を補完し、道路ネットワークの機能向上に資することを評価するものですが、本計画にお

ける既存エネルギーネットワークとの接続については、エネルギーネットワークの構築を

補完するものであることから、ネットワークを補完するという意味で歩道沿い空地の整備

と同等の効果があるものとし、２０％の評価が可能と考えております。 

 また、既存エネルギーネットワークの有効活用につきましても、エネルギーネットワー

クを補完するという意味では、既存エネルギーネットワークに接続する場合と同等の効果

があるものとして２０％の評価が可能と考えております。 

 最後に、歩道沿い空地の整備、屋内広場の整備、敷地内貫通通路の整備といった空地の

整備につきましては、総合設計制度を準用して算出しますと、１６０％となるものでござ

います。 

 

●事業推進担当部長 最後に、今後のスケジュールについて説明いたします。 

 前回の事前説明の際に説明しましたが、北８西１地区の再開発事業については、環境影

響評価の手続を並行して進めています。事前説明の後、環境影響評価に関する準備書の広

告を１０月７日に行い、都市計画案とともに準備書の縦覧を行いました。また、１０月２

３日には環境影響評価審議会へ諮問を行い、来年１月の環境影響評価審議会において答申

案の審議ができるように進めており、都市計画案についても次回の審議会に諮問する予定
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となっております。 

 答申をいただいた後は年度内に都市計画決定告示と環境影響評価に関する評価書の広告

を行う予定です。 

 以上で、北８西１地区関連について補足説明を全て終わらせていただきます。 

 

●亘理会長 それでは、ただいまの補足説明につきまして、ご意見やご質問を頂戴いたし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

●松浦委員 一つ目は、容積率の緩和です。この基準は誰が定めたものですか。 

 二つ目は、国語の解釈の話ですが、車路と通路という言葉が出てきましたね。車路とい

ったら車の道で、通路といったら通る道ですが、通路というのは人が通る道を考えるので

すか。どういうふうな意味合いで使っているのかです。 

 

●地域計画課長 容積率の緩和について、基準を誰が決めるのかということです。 

 今、説明しましたけれども、都市再生特別地区は、数字がありますけれども、２０％、

２０％、１６０％で合計２００％になりますということを一つ一つ積み上げるのではなく、

都市再生の取り組み、左側にある事業の整備方針に基づく具体的な事業における取り組み

を総合的に評価して、緩和容積率２００％が妥当であろうということを判断しております。

ただし、やみくもに２００％が妥当だ、３００％が妥当だということではなく、裏返しを

して、総合設計制度等のほかの積み上げ型の緩和制度を準用した場合にどうなるかを計算

し、緩和容積率と同等になると検証した上で、最終的に総合的に評価しているものでござ

います。 

 

●事業推進担当部長 通路と車路の使い分けについてです。通路は地区計画で位置づけま

す東西南北に貫通する歩行者専用の貫通通路を呼んでおります。車路につきましては、駐

車場に来る車及び送迎等で建物の中に入ってくる車の通る通路を車路として使い分けてお

ります。 

 

●松浦委員 私は、そもそもの根拠を誰が決めたのかということを聞いているのです。こ

れはこれで証明するのだというやり方はいいのです。そもそもの数字の根拠は、何をもと

に、どういう形で決められたのかを聞いているのです。 

 もう一つは、わかりやすい日本語がいいと思うのです。なぜ平仮名を使わないで漢字を

使うかというのは、使った漢字によって、それは何を意味しているかをあらわしているの

です。したがって、歩行者道と表記すれば誰でもわかるのです。通路としたら、人も歩く

し、人も車も通るのです。通路といったら、要は道です。通路と道路ではどう違うのかと

いったら、明確に答えられる人はいないのではないですか。 
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 したがって、表現の仕方です。これは、標準的な言葉の使い方に基づいてやっているの

か、教えてください。 

 

●地域計画課長 この考えを誰が設定したのかとなると、札幌市となります。ただ、都市

再生緊急整備措置法に基づく制度で、制度の趣旨としては、ほかの緩和制度のように、何

ぼの空地をとったからこれだけの容積率だと計算して決める積み上げ型ではなくて、総合

的に評価して緩和することが制度の趣旨でございます。ですから、それを踏まえて、札幌

市としても総合的に評価して、緩和容積率を定めたものでございます。 

 

●事業推進担当部長 道路と通路との使い分けについては、厳密な定義を設けておりませ

ん。ただ、道路についていえば、都市計画道路や認定道路などのいろいろな種類がありま

すので、冠がつくと、使い分けが出てきます。しかし、単純に道路という言い方をする場

合には、通路との明確な使い分けはしておりません。 

 ただ、今回、車路といったのは、通路でも道路でもそうですが、車が通る部分というこ

とで使い分けをしております。 

 

●松浦委員 まず、容積率の緩和は、札幌市長の任意による裁量権の行使によって決めて

いるのですね。その裁量権の行使によって決めているということでいいのかという確認で

す。 

 次に、言葉の使い方ですが、この通路は、道路交通法の適用になるのですか。 

 

●亘理会長 これは、政府の都市再生本部が定めている都市再生に関する指針があるはず

で、そこからおりてくるはずです。ですから、そのあたりの資料も含めて、次回の審議の

際には関係する文書を示していただいたほうがよろしいのではないかと思いますが、その

上で何かございましたら、よろしくお願いいたします。 

 

●地域計画課長 都市再生特別措置法に基づく国のガイドラインがありますので、それを

次回に用意したいと思います。 

 そして、「市長の裁量かどうか」についてでございますが、「市長の裁量」ということ

となります。ただし、裁量権の濫用はあってはいけないものと思っております。ですから、

札幌市では、この緩和容積率２００％に妥当性があるかどうかの検証をしております。そ

こで、例えば、空地でいうと、建築基準法に基づく総合設計制度の積み上げ型の計算式が

ございまして、この計算式でやった場合に１６０％となります。そういうことを積み上げ

ていき、２００％の妥当性を判断しているというやり方としております。 

 

●事業推進担当部長 再開発の中で整備されます車路及び通路については、道路交通法の



 - 79 -

適用にはなりません。 

 

●松浦委員 要は、容積率の緩和は、国のガイドラインも一つの参考にしているわけでし

ょう。そして、最終的に札幌市としてこれだという数字の決め方の根拠をつくっているの

です。いわゆる、札幌市長の裁量権によってこういうものが決定されているということで

す。 

 問題は、裁量権です。Ａの人にはおまけする、Ｂの人は減点するなど、裁量権というの

はそういうものです。ですから、今、あなたが答えられたようなことが行われたかどうか

の検証を我々がする手だてはないのです。私も１年半ぐらいは都市計画審議委員をやって

いますけれども、ほかの案件でも出てきた試しがなく、検証できないでいるのです。です

から、まあ、いいだろうで賛成しているのです。 

 したがって、大事なことは、こういうものの根拠です。何に基づいて、どうしているの

かを審議委員が見て、わかるような資料をちゃんと出して、その上で判断を求めていくこ

とが大事だと思いますので、そういうわかりやすい資料をつくって、次回に出してくださ

い。 

 そして、言葉の使い方です。この審議会の構成としては、市民が応募されて、市長が選

んで就任いただいている方もいらっしゃいます。したがって、普段、行政側が使う独特の

用語についてなじみがありません。一般的に市民の大多数、国民の大多数に通用する言葉

を使っていくほうが理解は得やすいと思います。特別、国が法律上で定めた用語の定義が

あれば別ですけれども、そうでなければ、そういう用語の使い方にしていくべきではない

かということを指摘して、改善を求めておきます。 

 

●亘理会長 会長の立場からも、いくら裁量権とはいえ、恣意的な行使は許されません。

客観的で適正な判断ができるような指針の必要性が重要ですので、その点に留意して、次

回に資料と説明をお願いしたいと思います。 

 それから、確かに、歩行者通路といった用語を使うことが可能かどうかも検討していた

だきたいと思います。 

 

●日沖委員 今の通り抜け通路ですが、ここは自転車の走行は可能でしょうか。 

 

●事業推進担当部長 現在の計画では、自転車に乗ったままは通行できません。もし自転

車で通られる方は押して通っていただくということで、歩行者の安全を優先にということ

を考えております。 

 

●丸山委員 話が一つ戻って恐縮ですが、スライド４１の容積率の緩和について、次回に

詳しい資料をご用意いただけるということですので、この点について私からも質問させて
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いただきたいと思います。 

 まず、容積率の緩和については、都市再生に資する取り組みを総合的に評価するという

ことが挙げられています。総合的に評価するということには、例えば、プラスの評価以外

にもマイナスになる評価も考えられているのかどうかを知りたいと思いました。 

 例えば、事業の整備方針の一つ目に書いてあります環境負荷の抑制と災害に強いまちづ

くりについては、容積率は２０％プラス２０％で４０％のプラスになっています。これに

ついて全く異存はないのですが、例えば、マイナスについても考えることができる、もし

くは、考えるほうがよいというのであれば、次のようなことは考えられているのでしょう

か、あるいは、考えることはできるのでしょうかという質問です。 

 環境負荷の増大については、例えば、今回の建物は地上５０階、１８０ｍが予定されて

います。ということは、垂直方向への物や人の移動が非常に増大するということですので、

その分、エネルギーもたくさん使います。これが影響負荷を増大させる要因にはなり得な

いのでしょうか。 

 次に、災害に強いまちづくりということですが、これも同じく地上５０階建て、１８０

ｍということで、避難の心配などが増大するという方向で理解できないのかということで

す。 

 さらに、２点目の事業整備方針に書かれています周辺市街地への特性に応じた空間整備

についてです。現在は、容積率１６０％のプラスになっておりまして、これについても、

そのとおりだと理解いたしますが、例えば、マイナスの要素はないのかという考え方をい

たしますと、市民意見の中でも特段の心配がなされているのは小学校に対する日陰をつく

り出すという問題です。日陰をつくり出すことは、市民にとってはどちらかというとマイ

ナスのポイントになるのではないかと思っています。 

 ということで、今、思いつくもののみしか申し上げられませんが、そのようなことがど

のように考慮されているのか、もしくは、されていないのか、さらに、札幌市としては独

自判断の中にこのようなものを入れることを検討しているかどうかなどをお聞きしたいと

思います。 

 

●亘理会長 容積率の緩和の際の理由となる総合的な評価の中の考慮要素としてマイナス

評価を適正に評価あるいは考慮しているのかどうかという大変重要なご指摘かと思います

が、いかがでしょうか。 

 

●地域計画課長 今回の評価に関しては、マイナス評価はしておりません。この緩和制度

は、より良好な空間を創出しようということで、一定の公共貢献をしてくれた際には、そ

の公共貢献に応じて容積率を緩和するという制度でございますので、このことによって課

題が生じることに関して容積率を減らすという考え方を持っている制度ではありません。

ですから、現時点で、我々は、これに関してそういう評価をしておりません。 
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●丸山委員 お考えの根拠については理解いたしました。ありがとうございます。 

 

●松浦委員 次回、このことについて審議しようと思ったのですが、今、出ましたから、

必要なところだけを話をしておこうと思います。 

 この容積率の緩和条件については、法律でこういうことをやったらプラスしかできない

と規定されているのですか。それとも、札幌市長の判断で、今、丸山委員から出されたよ

うに、マイナス部分も評価して、プラス部分も評価して、足し引きで何ぼだから何ぼを緩

和するという札幌市独自の基準をつくることができない仕組みになっているのかどうか、

この点を教えてください。 

 

●亘理会長 私から言いますと、法律上では、マイナスファクターが考慮できないとはな

っていないはずで、プラスもマイナスも全てを総合して評価する制度のはずです。ただ、

この法律の背景には、先ほどご説明にあったように、どちらかというと、緩和を優先させ

ようという提案者の意図が働いていることは言うまでもありません。ただ、法律の規定か

ら、マイナス評価が一切できないかというと、決してそうではないということだと思いま

す。 

 その上で、説明がありましたらお願いいたします。 

 

●地域計画課長 都市再生特別措置法上、そういうことができない規定はないはずです。 

 

●松浦委員 この容積率緩和の法律は、いつできましたか。 

 

●地域計画課長 平成１４年です。 

 

●松浦委員 およそ１０年がたっていますね。平成１４年ころと環境問題に対する考え方

は大きく変わりましたね。皆さんもおわかりのように、法律は、今日つくれば、今日が最

も妥当だろうという趣旨なのです。明日以降からはだんだんと合わなくなってくるのです。

特に、鳩山さんが総理のときに環境に関する世界の会議が京都で開かれて、そこで日本の

環境政策が大きく転換しました。その後に福島の事故があり、国民の考え方も大きく変わ

りました。 

 したがって、法律にそういうことが書かれていなければ、法改正を待たずともできるの

です。市長は、常々、環境に随分留意されて市政運営されておりますから、こういうこと

にも、札幌市独自でマイナス評価もプラス評価もして、その上でこうするということがあ

ることが市長として市政執行の考え方、方針を立ててやっているものに、より合っていく

のではないかと私は思います。 



 - 82 -

 そこで、いろいろな資料を出してもらって次回に詳しく審議して、委員の皆さんの意見

もお聞かせ願えたらありがたいと思ったのですが、今日は夜も更けてきていますからこれ

以上はしませんが、次回までに答えられるように準備をしておいてください。 

 

●亘理会長 今後の札幌市の都心部におけるまちづくりをどうするかに深くかかわる問題

ですので、長期的な視野も含めて次回に実のある議論ができるような資料の用意とご説明

をよろしくお願いしたいと思います。 

 

●高野委員 学校の日陰の問題についてです。 

 説明会を開催されて、２名を除いて、保護者の方が同意されたというご説明がありまし

て、その後に対応されるというお話でした。 

 そこで、日陰について２点ございます。 

 １点目は、前回も議論があったかもしれませんが、学校教育の責任を持っておられる教

育委員会で、今回のように冬至では、校庭においては４時間から６時間の日陰になり、教

室でも３時間程度の日陰になる状況下でも小学校教育として正常な教育ができると判断さ

れているのかという教育委員会側のご見解を本日あるいは次回に示していただきたいと思

います。 

 ２点目は、環境影響評価審議会の審議も行うということですけれども、こちらでも日陰

の問題については準備書でも項目として挙げられていると思います。そこで、日陰の問題

に対する環境影響評価審議会での議論について、また、次回の本審議会への諮問と環境影

響評価審議会の答申案の審議のどちらが先になるかです。これは非常に微妙だと思います

けれども、我々としては環境影響評価審議会の議論も可能であれば見た上で諮問について

議論できれば日陰についてもより一層充実した検討になるのかと思います。 

 ２点について教えてください。 

 

●亘理会長 これも大変重要なご指摘かと思いますので、お答えいただきたいと思います。 

 

●事業推進担当部長 北８西１の再開発は、かなり以前から検討されてきておりまして、

北九条小学校の建替えに際しては、事前に教育委員会にも情報は入れております。ただ、

今、高野委員がご指摘されたように、陰が何時間かかるかなど、建物の形態がはっきりし

ていない段階でしたので、そうした情報を出した上での協議は行っておりませんでした。

あくまでも高い建物がここに建ちますということを承知置きいただいた中で教育委員会に

も情報を出して、建物の建替えにおいて、それを踏まえて検討していただいた経緯でござ

います。 

 ただ、日陰が２時間かかるという具体の数字に対して教育委員会はどう考えているのか

については正式に回答をいただいておりませんので、次回までにその点を整理した上でご
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報告させていただきたいと思います。 

 また、環境影響評価審議会の審議との順番ですが、向こうの結論が出た上でこちらの審

議会への諮問という順番になる予定ですので、環境影響評価審議会の中でどうされるかを

踏まえた上で審議していただくことになるかと思います。 

 

●高野委員 そういう意味では、環境影響評価審議会での審議内容を教えていただいた上

で、諮問について議論したいと思います。 

 

●亘理会長 教育委員会側のお考えと環境影響評価審議会の資料配付も含めてよろしくお

願いしたいと思います。 

 

●堀内委員 今の日陰の関連についてです。 

 私は非常勤で小学校へ行っていると言ったのですけれども、「光の学習」があるのです。

それは、校庭に出たり、教室で光がどういうふうになるかという理科の勉強です。その辺

は私も懸念しており、だいぶ前に質問をしたことがあるのです。そういう学習をどこでや

るのかと考えておりましたので、ぜひ次回にお聞きしていただきたいと思います。 

 

●亘理会長 小学校の中で光を取り入れた授業科目との関係についてです。 

 

●事業推進担当部長 先ほどの日影に対する教育委員会の見解とあわせて、「光の学習」

についてもあわせて確認して、次回にご報告したいと思います。 

 

●坂本委員 日影については、学校に与える影響は大変大きいのではないかということで、

この間、私も質問してまいりました。先ほどはスライドで大変わかりやすくご説明いただ

きましたが、なお、保護者の中でも理解を得られていない方がまだ数名いらっしゃるとい

うことですから、丁寧に説明していただきたいと思います。 

 今、堀内委員から実際の教員のお立場でのご発言がありましたが、実は、私もそれがす

ごく気になっていました。説明会については町内会や保護者向けには行っておりますけれ

ども、学校側、とりわけ北九条小学校に勤務なさっている先生方のご意見はどうなってい

るのかについて関心があったものですから、教育委員会から改めてお話を聞かせていただ

きたいと思っております。 

 そして、教室では、窓側と廊下側で明るさの適性が定期的に検査されていると思います

けれども、照度については、今回の建物ができることによって問題がないのかどうかにつ

いて伺いたいと思います。 

 また、大変大規模な工事が学校のすぐ前で行われるということですから、工事中の騒音、

粉じん、交通量、トラックの出入りが懸念されますけれども、これは環境影響評価の中で
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評価されるものでしょうか。今のところ、問題ない工法でしっかりやれるようになってい

るのか、その点をお聞かせいただきたいと思います。 

 

●事業推進担当部長 ご要望については、そのとおりに対応していきたいと思いますので、

その点についてはご安心いただきたいと思います。 

 また、明るさの関係についてです。今、北８条西３丁目の街区の北側では、日陰になっ

た場合にどれぐらい明るいのかという調査をしておりますが、求められております照度は

確保できているという結論が出ております。そういった意味では、求められます明るさは

確保できると理解しております。ただ、直射日光が当たるかどうは別な問題ですので、直

射日光の部分は別として、室内の明るさは十分にとれるだろうと考えております。 

 また、騒音や工事車両の粉じんについては環境影響評価の評価項目に入っておりまして、

それに対しては環境影響評価審議会での審議を経て上で、次回の諮問の際にはご報告させ

ていただきたいと思います。 

 

●亘理会長 いろいろとご質問やご意見などが出ましたが、次回の本審議で諮問案件とし

て提案されますので、その際は、本日、出た意見や質問などについて充実した資料の提出

とご説明をいただきたいと思いますが、ほかに何かございますでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、補足案件に関しましては、これにて終了いたします。 

 

  ４．その他 

●亘理会長 それでは、そのほかについて何かございますでしょうか。 

 

●丸山委員 意見というより、お願いになって恐縮ですが、配付資料についてです。 

 ご丁寧に開催前に資料をお送りいただくのですが、当日、使用する資料と事前に送られ

てくる資料の二つが発生することになります。当日、画面でご説明いただくときの資料を

よく拝見することになり、理解がとても深まります。しかし、私だけかもしれませんが、

理解がなかなかおぼつかず、当日に説明いただくスピードでは十分な理解ができず、立ち

止まってしまうのが現状です。 

 非常に多岐にわたる多様なご質問をさせていただいていることは重々承知してのお願い

になってしまうのですが、当日の画面の資料を事前にお送りいただくことができればとて

も理解が進むのですが、そのようなお願いをさせていただくことは可能でしょうか。でき

る部分でいいので、そのようにしていただくと、少し理解が進み、的確な必要な質問のみ

ができるかと思いました。 

 

●亘理会長 実質的な審議検討を確保するために大変有益なご提案かと思います。お送り
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する時点で確定しているようなものについては、パワーポイント版も送ることは可能なの

ではないかという気はいたしますが、いかがでしょうか。 

 

●都市計画課長 審議に当たりまして、そのように捉えていただき、非常にありがたく思

っております。送らせていただく資料につきましては、その時点での最新版となります。

実は、前の日まで説明の充実を各部局で検討させていただいておりますので、その時点で

のベスト版を送らせていただきますが、何日か遅くてもよければ、当日に近いものを送ら

せていただくことは可能と思います。 

 それは、日程のバランスがあろうかと思いますので、具体的なご指摘があれば、それを

踏まえてやっていきたいと思います。 

 もしかしたら、１日、２日を遅らせることによって、可能であれば当日になるべく近い

ものを送るようなことで我々も努力してまいりたいと思います。 

 

●松浦委員 そのことについていえば、あなた方は、日程の仕事の計画を立ててやってい

るわけです。したがって、関係する部局が資料発送はこの日にします、それでは、この日

までに説明資料をつくりましょうとすれば、この程度のものは大した面倒なものではない

のです。 

 したがって、あなた方の理解度でこのぐらいのものは理解できるだろう、当日はこの程

度を出すとよりわかるだろうという基準で資料を送っているから、こういうことに初めて

接するような一般市民の方、あるいは、都市計画審議委員で日ごろ業としてやっていない

方はわからないと思うのです。それは、皆さんの理解度で考えるのではなく、奥さんやお

子さん、小学生とは言わないけれども、中学生ぐらいのお子さんに見せて、理解できると

いう資料をつくって、今、送っている期日にちゃんと行くように日程を立てれば仕事はで

きるので、ぜひやってください。 

 市長は、市民の意見を都市計画にできるだけ反映させるということで市民委員を公募し

て、参加してもらっているわけです。その趣旨が生きることを段取りしていく役割が皆さ

んにありますから、ぜひそういう形でやっていただきたいということを私からも求めたい

と思います。 

 

●亘理会長 その点については善処していただきたいと思います。 

 審議会の運営全般に関しましてほかにご意見などがございましたら、いかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

●亘理会長 それでは、事務局から連絡事項等がございましたら、お願いします。 

 

●事務局（調整担当課長） 本日は、午前、午後と、大変、長時間にわたってご審議をい

ただき、ありがとうございました。 
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 次回の審議会は、年度当初、２月５日の予定としておりましたが、変更がございます。

次回審議会は、１月２３日木曜日の予定となっております。開始時刻を含めまして、期日

が近づきましたら改めて文書でご案内させていただきますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

●亘理会長 ２月５日はやらないという理解でよろしいのでしょうか。 

 

●都市計画課長 今のところ、１月２３日で終われば、それで終わりたいと思っておりま

す。ただ、必要があり、臨時開催することになれば、それに限らず、その都度にご検討さ

せていただければと思います。 

 

●亘理会長 ２月５日の１時半からは一応確保しておいたほうが賢明であると理解してよ

ろしいのでしょうか。 

 

●都市計画課長 そこまでは想定しておりませんけれども、ご都合をあけておいていただ

き、そのような事態になった場合には調整させていただければという要望として受けとめ

ていただけますでしょうか。 

 

●亘理会長 了解いたしました。 

 

  ５．閉  会 

●事務局（調整担当課長） それでは、以上をもちまして、第７３回札幌市都市計画審議

会を終了いたします。 

 ありがとうございました。 

                                  以  上   
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